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令和３年度第２回 神奈川県ボランタリー活動推進基金審査会 

令和３年 10月 27日（水）14：00～17：40 

■ 開会 

（基金事業課長から本日の予定を説明） 

○ 峯尾委員が欠席、委員７名での開催。 

○ 会議の流れを説明 

 14時～14時 50分 事前確認 

15時～16時 20分 令和４年度協働事業負担金（新規）のプレゼン審査 

16時 30分～17時 30分 プレゼン審査に対する選考 

17時 40分 閉会 

 

（審査会長より開会の宣言） 

○ 令和３年度第２回神奈川県ボランタリー活動推進基金審査会を開会する。 

○ 本日の会議は、率直な意見交換の場を確保し、公平な審査をする必要があるた

め、神奈川県情報公開条例第 25条第１項第１号に該当し、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 令和４年度協働事業負担金（新規事業）の協議対象事業選考 

（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・２） 

○ 来年度の協働事業負担金に係る予算（資料３） 

○ 審査委員と利害関係のある団体からの提案なし 

〇 事務局からプレゼン審査対象団体の提案概要及び幹事会での事前調査結果に

ついて報告（資料４）） 

（委員による審議） 

○ 協働事業負担金の提案事業に係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。なお、新型コロナウイルス感染症対策のため、傍聴はオンラインでの参加とし

た。 

 

 

 

【かながわ乳がん検診向上モデル構築事業】 

一般社団法人乳がん予防医学推進協会（以下「協会」という。）によるプレゼンテー

ション実施。 
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＜質疑＞ 

（水澤委員） 

３点質問させていただく。１点目、対象者だが、申請書には、主に 30 代と書いて

あるが、対象は 30代でよいのか。 

２点目、協働事業負担金の 288万６千円は、収支予算書のどの項目に使用するのか。

協働事業が終了したときに、これをどう担保していくのか。 

３点目、郵便局の窓口などに、乳がんのしこりを体験できるような「乳がん触診モ

デル」が置いてあることがあるが、このようなモデルがもっと普及すると、がんの啓

発となると思うのだが、これは生命保険のアフラックが出しているようなのだが、こ

ういった企業などとの連携の可能性はないのか。 

 

（協会） 

基本的に公的検診は 40 歳以上としているが、複合的なところで、乳がん啓発とと

もに乳腺超音波検査も混ぜてみようかと考えている。 

法定検診ではない部分については、30歳以上と考えている。 

啓発モデルについては、私たちも、実際に触診モデルを使っており、皆さん、何を

見つけてよいか分からないという声がたくさんあり、やはり、実際に触っていただく

と分かりやすいと言われる。私たち医療従事者としても、分かりやすく伝えているつ

もりではあるが、触診モデルは４～５万円するが、そういったものについても、企業

などと協働して出来たらと強く感じている。 

予算については、予算書の収入の部分の自己資金のところに業務委託手数料を計上

しているが、実質、これが私たちの団体に入る収入となる。後は経費と、医療機関に

支払うものとなる。 

医療機関には、今まで実施している予約システムがあり、簡単には変えられないと

か、日曜検診はやりにくいといった悩みがあり、この部分を私たちがお手伝いするこ

とによって、受診環境を整えるといったことに繋がっていくと思う。 

 

（水澤委員） 

この 288万６千円は、具体的にどの活動にあたるのか。支出経費の方で、どれとど

れを足すと 288万円になるのか。積算根拠が分からない。もしよければ、後で説明を

願いたい。 

 

（協会） 

了解した。 

 

（田中委員） 

乳がん検診を受診しない本当の理由は何なのだろうかと、審査会でも議論になって

おり、問題意識として共有していた。 

一つの考えとして、お子さんの絵画コンクールでという部分があるが、大切な家族

や、誰かのためというところに訴えかけて、その必要性を伝えるというところが、新
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しいアプローチになるのかと思った。 

この部分は、このモデルのオリジナリティとして考えているのか。 

後、１年目にこれを受診した人が、２年目にリピートして受診するような戦略はあ

るのか、その場合、個人情報を管理することになるのかどうか。 

 

（協会） 

検診というと、職場で強制的にやっているような検診には行かないという方もおり、

お子さんを抱えている母親や、介護をしている方は、その方を残して検診に行けない

という実態があるのではないか。私たちは、そういうリアルなものに対してアプロー

チをしていきたい。受診してそのままという方もいるし、毎年受けませんかと言った

ところ、忘れてしまうのでメールでもラインでもいいので、連絡をくださいとのこと

であった。教えていただければ、行かなければ、という気持ちはあるとのこと、そこ

を私たちはケアすることを考えている。 

例えば、誕生日月に受けたらどうかというのも、一つのきっかけとなる。対象者に

毎年メール出来ればと考えている。また、個人情報の管理も考えている。 

 

（中島会長） 

先ほどの話で、このシステムが整えば、日曜日に検診で、業務拡大をして実施する

医療機関がいるというニュアンスで受け取ったのだが、今は一つの病院しかないよう

だが、それは、多くの病院が参画していただけると思っているのか。 

 

（協会） 

今は、一つの医療機関だが、私自身が横浜市の乳がん検診の受入れ業務に携わって

いて、そこで、横浜市内の医療機関の先生方と話し合っていて、日曜日に受付を確保

出来ない、医師を確保出来ない、ということが出来ない理由の一つと言っているので、

ここがクリアーになれば、協力していただける医師はたくさんいる。 

 

（中島会長） 

プレゼンの中で、乳がん検診を受診しない根本原因を探したいとのことだったが、

今はまだ、根本原因は分かっておらず、これからどんどん積み上げていくという理解

でいいのか。 

 

（協会） 

国の調査では、忙しい、高い、検診場所がよく分からない、といったことが検診に

行かない理由なのだが、私が参加している研究では、一つに、恥ずかしいというのが

あった。女性にとっては抵抗感があり、私たちが思う原因だけではない可能性がある。

そこをしっかり解明したいと考えている。 

 

【オンラインによる「かながわ子ども SOSライン」設立運営事業】 

特定非営利活動法人よこはまチャイルドライン（以下「チャイルドライン」という。）
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によるプレゼンテーション実施。 

 

＜質疑＞ 

（尹委員） 

オンライン相談の重要性はよく分かるし、重要だからこそ、各地でいろいろな団体

が実施しているのだと思うが、この提案をみると、既存事業と重複感があると思う。 

チャイルドラインが、これを事業として作らなければなければならない理由は何か。 

他の事業と比べての優位性などを、もう少し詳しく説明してほしい。 

 

（チャイルドライン） 

多くの行政や団体が、ライン相談を実施しているのは理解している。 

私たちは、11万件の相談をしている中で、ボランティアは 80名を超えており、ス

ーパーバイザーが 13名おり、質の高い相談員が多くなっている。 

最近の子どもは、電話を使ったことがない子もおり、ＳＮＳの方が使いやすいとい

う声が多いので、従来の電話相談に加えてオンライン相談を並行して実施する。そこ

から専門機関への橋渡しもしており、専門的な取組に繋いでいくことが出来ており、

他とは違うと考えている。 

 

（尹委員） 

今までの知見を活かして、既に動き出している他の相談機関と連携していくという

ような考えに至らなかった理由を教えてほしい。 

 

（チャイルドライン） 

連携をすること自体を否定しているのではなく、これから新しいオンライン相談の

取組をしながら、必要な機関と連携していけたらと考えている。 

 

（尹委員） 

今、電話を受けている相談員は質が高いということだが、オンライン相談を受ける

相談員は、どういった方を対象に育成していくのか。 

今の電話相談員の方がＳＮＳを受けるようにするのか、それとも、これから新人を

育成するのか。 

 

（チャイルドライン） 

両方だと答えさせていただく。電話相談員からすると、同じ部分もあるし、ＳＮＳ

特有の部分もある。電話相談の実績があるからといって、そのままＳＮＳの相談員に

なれる訳でもなく、ＳＮＳに特化した相談のあり方を習得した後、相談員になる形を

とらせていただくので、まずは、既存の相談員については、希望する方にＳＮＳ養成

講座を受けていただき、認定をするという流れになると思う。 

一方、ＳＮＳ特有のものについては、大学生とか、若い方のほうがチャットをうま

く使えるので、若い人を募集して相談員にすることで、より厚みを持たせていきたい。 
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（尹委員） 

ＳＮＳ相談の部分で、文字ベースのやり取りだと、電話による言葉のやり取りは違

い、別の危険性も出てくるわけで、相手の書いたことが、自分の受け取り方と違う。 

特に、今の中高生の言葉の理解が、こちらが思っていることと全く正反対というこ

ともあるので、相談を受けた人の書き方が相手に伝わる場合、こちらが意図していな

い伝わり方をする場合も考えられる。その点については、どう考えているのか。 

後、若い人や大学生を活用するのは、若い人の相談を受け止めるということでは意

味があるとは思うのだが、今述べた部分について、学生にそんな責任を負わせていい

のかという点について疑問が残る。 

 

（チャイルドライン） 

ＳＮＳは、研修の中で、基本のスキルを習得するのが前提となる。 

もう一つは、実践のＯＪＴの流れでいくと、電話相談だと１体１でしか対応が出来

なかったものを、オンラインだと、ＳＶや相談員同士が質問の意図や回答案をチーム

で相談できるので、そういうチーム体制が大事だと思っている。 

大学生にそこまでの責任を持たせるのか、という質問だが、相談には、いろいろな

レベルがある。深刻な場合、死にたいとか、性に関する事柄の場合は、専門の相談員

が対応したりする。スーパービジョンなどで相談の中身を選定し、検討しながら実施

していく。 

 

（尹委員） 

予算をみると、事業の枠組を作ることに力が入っていて、今、話を聞いていると、

もっと人材育成の方に力を入れるべきではないかと思った。 

どうして、そういう風な逆転状態になっているのか。 

 

（チャイルドライン） 

人材育成がこの提案の要だと考えており、養成講座は、電話相談に加えて、ＳＮＳ

相談を追加していこうと考えている。 

一方で、オンライン相談は、ハード、ソフトがいくつか必要となるので、電話相談

は、やり取りで済むが、まず、情報を収集して、情報発信をする。そのため、この部

分は、一旦、投資をしていただいて、その後、運用していくようにしていきたい。   

それらの経費が必要である。ＳＮＳは、先行団体の事例を見ながら、時には、協働し

て開催することも検討していきたい。 

 

（中島会長） 

今の電話の相談は、24 時間の体制を整えるために他団体と連携していると思うが、

チャットは、他の団体との連携は考えられないのか。 

 

（チャイルドライン） 
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最初に考えるべきは、子どもたちの相談をしっかり受け止め、寄り添うということ。 

そのため、単独で活動することを旨とするよりは、子どものために最善を尽くすこ

とを考えている。 

 

（中島会長） 

県との協働事業となるため、県に協働する期待は、広報以外にあるか。 

 

（チャイルドライン） 

ＧＩＧＡスクールアプリというものが出来ており、これに加えて、放課後に相談出

来るようなアプリが出来るといいと思っている。 

 

【かながわ子ども若者応援ネットワーク推進事業】 

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」という。）によ

るプレゼンテーション実施。 

 

＜質疑＞ 

（為崎委員） 

今までやってきたビーバーリンクの事業との重複感があるのと、既に基金 21 事業

で立ち上げた、「かながわ子どものみらい応援団」があり、ここと連携するとの記述も

あるものの、みらい応援団との重複感がどうしても拭えない。 

今までのビーバーリンクを活かして、そのネットワークをさらに繋ぐという形で、

みらい応援団に加わり、相乗効果を出すといった選択肢も考えられるが、既存のもの

を活用するのではなく、新たに立ち上げるという意義を説明していただいてよいか。 

 

（セカンドリーグ） 

ビーバーリンクで事業が進んだと理解している。 

今までやってきた中で、学校の先生と連携することで、うまくいっていた話が、先

生が異動したことにより、セカンドリーグという名前のみではうまくいかなくなって

しまったことがある。 

子ども食堂においても、県内にいろいろな団体があり、派閥ではないが、それに似

たような問題があり、情報格差も発生している。 

神奈川県には、いろいろなネットワークが出来ていて、確かに、かながわ子どもの

みらい応援団も動いてはいるが、それぞれがバラバラなのが現状である。 

そのため、セカンドリーグが中心となり、一つひとつ繋いで、ビーバーリンクに流

すような場が必要と考えた。 

 

（為崎委員） 

子どものみらい応援団は、県も力をいれているのに、それでも、バラバラをうまく

繋ぐことが出来ていないという問題について、セカンドリーグがやることで、なぜ、

進むのか。今まで以上の協働となって、実施出来るのか。 
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（セカンドリーグ） 

実際に企業に寄付を募っても、企業が何を支援して、どうなるのかが分からず、具

体的な動きが見えてこなかった。 

そこで、私たちは、企業と向き合って、何が出来るのかを考える窓口を設けた。 

例えば、綾瀬市との協働では、一人の子どもの話が、学校の先生からあり、1 枚の

服を毎日着ているという情報提供から、私たちが働きかけたことにより、行政が１つ

の課だけではなく、連携し、企業や団体に繋げ、支援することが出来た。食事、住居

や学習支援の問題も出てきた。企業が自分たちの資源が有効利用されるという寄付実

績が出てきた。そういったことから、今回、申請した。 

 

（為崎委員） 

今の説明だと、企業という部分が強く出されていて、申請書を見ても、企業がどれ

だけ参画出来るか、というところが重点となっている。そうであれば、協議会という

組織ではなく、企業の参画を促進しどう繋いでいくか、という実働に力点を置いた方

がよいのではないか。 

企業から物品の寄付を受け、それを困っている人にどう繋いでいくのか、そこの実

働の部分に注力した方が、効果的ではないかと思うのだが、協議会を選択された理由

を教えてほしい。 

 

（セカンドリーグ） 

確かに、企業と連携して、一つの形を作ることが出来る。 

しかし、一団体同士でやると、企業色がどうしても強く出てしまう。 

そのため、行政、企業、私たちが同じ立場で、一人の子どもが困らないように、そ

して子どもが自分に自信を持って生きていく、そのための受皿をめざしていく。 

 

（為崎委員） 

今の説明を聞いていると、「食」に限られてしまうかもしれないが、ビーバーリンク

がまさにそうしたネットワークなのではないか。 

そこでは、まだ実現出来ていないという理解でよいのか。 

 

（セカンドリーグ） 

「食」で見ていくと、出来ている部分があるが、まだまだそれが活きていない部分

がある。 

衣食住があり、前回は「食」であったが、今回は「学習支援」など、それ以外の部

分で協議会を作ることにより、実施したい。 

 

（中島会長） 

地域には社会福祉協議会があるが、これとの関係を教えてほしい。 
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（セカンドリーグ） 

これまでも、「食」に関しては、社会福祉協議会からの相談も受けていて、地域固有

の動きがある。それが、全体として、地域の子どもたちの支援という意味では、私た

ちは、まだ情報が不足しているが、社会福祉協議会も組織に取り込みたいと思ってい

る。 

 

（中島会長） 

今、ビーバーリンクの拠点があるのは 12 か所だと思うが、それを神奈川全域に増

やしていくというのが、提案だと思うが、ビーバーリンクがない地域の人たちに参加

してもらえるような構想はあるのか。 

 

（セカンドリーグ） 

ビーバーリンクは、今、12か所目から 13か所目を構築しているが、それ以外に「食」

で応援してくれるネットワークがある。それとの連携も広めていきたい。 

それぞれの派閥的な部分もあるので、どこに属しているからこれを貰える、などと

いう、そういうものもなくしていきたい。 

 

（中島会長） 

神奈川県だと、経済同友会など経済団体もいくつかあるが、その人たちとの関係は

どうなのか。 

 

（セカンドリーグ） 

 相談していただいている企業が、信用金庫や金融関係、証券会社などもある。 

何に投資したいか話をしたところ、子どもたちにということであったが、この提案

の協議会を作ることにより、その受け皿の中に、大きな企業や小さなＮＰＯも、同じ

立場として議論出来るような姿をめざしている。 

 

【支援の隙間で孤立する若年女性のための自立サポート付きシェアハウス事業】 

一般社団法人アマヤドリ（以下「アマヤドリ」という。）によるプレゼンテーション

実施。 

 

＜質疑＞ 

（山岡委員） 

シェアハウスの利用者は、性別や年齢は絞られているが、対象が広く書かれている

ような気がする。 

そうだとすると、多様な方が来ると思う。その対応で、例えば、ＤＶ被害を受けた

方の対応など、情報を一切出せない方だとか、個別にいろいろな対応をしなければな

らなくなる。入居者に対するそれらの対応を、どのようにするのか。 

 

（アマヤドリ） 
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入居の段階で、既存の機関とどうなっているのか、ヒアリングをした上で、スタッ

フ全員で共有している。 

例えば、重い障がいがあり、障害年金を受けている方は、グループホームを薦める

ために市役所に同伴したり、ＤＶ被害者の方はＤＶ、シェルターの団体と連携したり

するなど、適切な機関に繋げていく。 

 

（山岡委員） 

申請書によると、事業が始まったのが、令和２年 10 月ということで、まだ日が浅

い。説明で定員５名のところ５名いるということだが、家賃支払いがない方もいるよ

うで、事業が始まってから、まだ軌道に乗っているとはいえないと思われる。 

この事業が採択された場合の運営面、資金面の確保も含めて、出来る見通しはある

のか。 

 

（アマヤドリ） 

状況が変わってきており、提出時は入居者０名だったが、今は、順調に家賃を払え

るようになった入居者もいる。 

運営資金の確保は、ファンドレイジングや、皆さんに知っていただくこと、ＳＮＳ

やメディアも利用し、しっかり期待に応えるようにしていきたい。 

 

（山岡委員） 

運営体制とも関係することとして、ユニバーサル支援センターの休眠預金活用助成

事業を実施しているが、その事業の中で行ったことが、今回の提案にどのように活か

されているのか。 

 

（アマヤドリ） 

ユニバーサル支援センターの事業のおかげで、多くの横の繋がりが出来た。 

始めたばかりであったので、横の繋がりが大変ありがたく、彼女たちを横の繋がり

で繋いでいく。今回、この助成金で多くのご縁をいただいたことに感謝している。 

 

（山岡委員） 

休眠預金活用により実施した事業は、今回の提案と同じものか。 

 

（アマヤドリ） 

同じである。 

 

（朝倉委員） 

退所までのイメージが、２年間ということだが、自立に向けた要支援者の動きはど

んな感じを想定しているのか。 

今のシェアハウスは、定員も多くなく、今のままだと、潜在的な要支援者がサービ

スを受けたいと思っても受入れられないことも発生し、第２のアマヤドリを作る必要
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も出てくるのではないか。これからの事業モデルをどのように考えているのか。 

 

（アマヤドリ） 

退所まで２年としているが、今、一番長い方で半年、入居半年となると、既定の家

賃を貰うのだが、相場より安い。入居半年でそろそろアルバイトをしようというよう

に私たちが仕向けている。半年を基本のサポートとして考えている。 

安い家賃で働きながら、次の目標までお金を貯めて２年としているが、就職先は見

つかると思う。今、半年の子は、アルバイトから正社員になる予定である。個人差は

あると思うが、基本は半年を考えている。 

後、事業計画だが、現在、２棟目も検討していて、福祉にも病院にも行き場がない

というような危機的なケースと、単に働きたいという方が混在しているので、シェル

ターとステップハウスの機能を分けたようなものを考えている。 

 

（朝倉委員） 

それに関して、国交省などがセーフティーネットとして支援している居住支援協議

会があると思うが、それとの関係については、どう考えているのか。 

 

（アマヤドリ） 

それも検討しており、１年の実績が必要ということなので、承認に向け進めている。 

 

（尹委員） 

入居者の就労についてだが、今、半年の見込みでアルバイトに出ていけるようにサ

ポートしていくとのことだが、就職先は入居者が自力で見つけるのか。 

 

（アマヤドリ） 

自力で、ハローワークで見つける場合もあるが、地域の関係者、支援者に声をかけ

て仕事を紹介するということもしている。 

 

（為崎委員） 

先ほど、今後の資金の獲得方法として、ＳＮＳを中心に集めていくとの話だったが、

具体性が弱い。３年間の収支計画を見ると、寄附金等が２年目に多く計上されている

のだが、寄附なのか、それともクラウドファンディングなのか、具体的な手法と現実

的にどれくらいの額が見込めるのかを教えてほしい。 

 

（アマヤドリ） 

私たちは、今、一般社団法人だが、寄附金控除が出来ないため、今後、公益社団法

人をめざしている。 

また、関心をもっている企業に、挨拶や事業の報告もやっており、これらを進めて

いく。 

 



11 

 

 

 

（委員による審議） 

○ 協働事業負担金への提案事業に係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、協議対象事業として、「かながわ乳がん検診向上モデル構築事業」

と「支援の隙間で孤立する若年女性のための自立サポート付きシェアハウス事業」

を選考した。 

 ※ 選考結果は後日団体に通知。 

 

■ 閉会 

 


