
第４回新宿区協働支援会議 次第 

令和元年５月２２日 (水 )午後２時００分 

新宿ＮＰＯ協働推進センター４階４０１Ａ会議室 

１ 開会 

２ 議事 

（１）一般事業助成公開プレゼンテーション団体へ質問事項の検討

（４階 ４０１Ａ会議室）

（２）一般事業助成公開プレゼンテーションの実施（５階 ５０１会議室）

（３）一般事業助成団体及び助成額の決定（４階 ４０１Ａ会議室）

３ プレゼンテーション団体へ質問事項の検討（14：00～14：20） 

４ プレゼンテーション実施（14:30～16：13） 

５ 支援会議再開（16：40～17:00） 

一般事業助成団体及び助成額の審議及び決定 

６ 次回開催について 

第５回協働支援会議(協働事業評価) 

令和元年６月２５日（火） 午後２時～午後４時 

（区役所本庁舎６階 第４委員会室） 

※協働事業提案事業視察

令和元年６月１２日（水） 午後３時～午後４時

（四谷地域センター） 

７ 閉 会 

配付資料 

[資料１] 一般事業助成公開プレゼンテーション タイムスケジュール表 

[資料２] 一般事業助成 一次審査結果一覧（審査に係る資料の為非公開） 

[資料３] 一般事業助成採点表（最終選考） 

[資料４] 一般事業助成・プレゼンテーション質問票（審査に係る資料の為非公開） 

[資料５] 各団体プレゼンテーション資料 

[資料６] 一般事業助成公開プレゼンテーション プログラム 

（冊子・プレゼンテーション説明資料） 



令和元年度一般事業助成　公開プレゼンテーション（二次審査）
タイムスケジュール表

資料１

開始 ～ 終了

協働支援会議委員集合
（質問内容調整等） 14:00 ～ 14:30

開会 14:30 ～ 14:35

座長あいさつ・
委員紹介

14:35 ～ 14:45

プレゼン説明 14:45 ～ 14:50

プレゼン① 14:50 ～ 15:10

プレゼン② 15:11 ～ 15:31

プレゼン③ 15:32 ～ 15:52

プレゼン④ 15:53 ～ 16:13

集計 16:13 ～ 16:40

助成団体決定 16:40 ～ 17:00

プレゼン予定時間　各２１分　（ﾌﾟﾚｾﾞﾝ１０・質問１０・間1）

項目
スケジュール

あそびと文化のＮＰＯ
新宿子ども劇場

新宿傾聴しおりの会

みんなのリビング

えんがわ家族

団体名



資料３

1 2 3 4

新宿傾聴しおりの会 みんなのリビング えんがわ家族 新宿子ども劇場

（１）区民ニーズを的確に把握し、地域課題や社会的課題を
捉えた事業となっているか  (10点）

（２）事業計画及びスケジュールが実現可能で、妥当なものと
なっているか  (10点）

（３）実行体制（人員体制や安全対策）が適切であるか
（５点）

（４）多くの区民の社会貢献活動の啓発に役立つものとなって
いるか （５点）

（５）課題解決の手法が適切で、効果が期待できるものとなっ
ているか  (10点）

（６）団体の先駆性や専門性を活かした事業となっているか
（５点）

（７）事業の継続性や発展性が期待できるか
（５点）

（８）資金計画や経費見積りが適切であるか
（５点）

（９）自ら資金確保に努め、経営状況は健全であるか
 (10点）

（１０）運営の公開性及び透明性に優れているか
（５点）

実績評価
※

（１１）過去に本助成を受けた事業を申請する場合、実施状
況が適切であるか、その効果が発揮された事業であるか

 （－５
点）

合計 ７０点満点

※過去に助成を受けた事業のみ採点

※各委員の評価を下記のとおり事務局で点数変換し、合計点を集計します。
　＊１０点満点の場合（評価A：１０点、B：８点、C：６点、D：２点、E：０点）
　＊５点満点の場合（評価A：５点、B：４点、C：３点、D：１点、E：０点）
  ＊（１１）の採点は（評価A：０点、B：－１点、C：－３点、D:－４点、E:－５点）

審
査
項
目

令和元年度一般事業助成採点表（二次審査・公開プレゼンテーション）

審査員
評価 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ

評価の目安 大いに認められる 認められる
どちらかといえば

認められる
どちらかといえば

認められない
認められない



＊＊＊　プレゼンテーション資料　＊＊＊ 資料５

Nｏ． 団体名 事業名
パワー
ポイント

資料

1 新宿傾聴しおりの会 傾聴しおりによる地域支え合い事業 ○ ―

2 みんなのリビング
～どんな人にも居場所をつくる～
支え合いの輪を育むコミュニティづくり事業

○ ―

3 えんがわ家族
食で地域の多世代をつなぐ
『えんがわ菜園・家族食堂』

○ ―

4
あそびと文化のＮＰＯ新
宿子ども劇場

障害者とともに輝く文化体験
～インクルーシブ・共生社会を目指して～

○ ○



  

 

  

新宿区地域振興部地域コミュニティ課管理係 

令和元年度新宿区協働推進基金助成金 

一般事業助成 

公開プレゼンテーション 

令和元年５月２２日（水） 

新宿ＮＰＯ協働推進センター 

５階５０１会議室 

資料６



新宿区では、区民、事業者等からの寄附金による協働推進基金を原資として、ＮＰＯ等

の多様な団体が実施する地域課題の解決に向けた事業に対して助成を行うことにより、多

様な主体との協働の推進を目指しています。  

☆助成対象活動☆
区民の福祉の向上を目的とした社会貢献活動で、ＮＰＯ等の専門性や柔軟性を活かして、

新宿区の地域課題や社会的課題の解決を目的とした事業に助成を行います。  

☆助成対象団体☆
対象は、特定非営利活動法人（ＮＰＯ法人）やボランティア活動団体等の営利を目的と

しない団体です。 

☆助成金の額☆
助成額は上限５０万円で助成対象経費の２／３までを助成します。

同一または継続性のある事業については３回まで助成が可能で、２回目以降の助成率は、

助成対象経費の１／２までです。 

令和元年度予算総額は２００万円です。 

協働推進基金とは？ 

区民及び事業者等からの寄附金を活用することにより、区民の福祉の向上を目的

として非営利活動を行うものに対し助成を行い、もって協働による地域社会づくり

の推進することを目的に、平成１６年度に設置した基金です。 



１ プログラム 

1４時 30分  開会 

1４時 35分 新宿区協働支援会議座長挨拶・委員紹介 

1４時 45分  プレゼンテーション実施要領説明 

1４時 50分  プレゼンテーション開始 

＊ プレゼンテーション進行予定時間 

1 新宿傾聴しおりの会 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １４：５０ 

2 みんなのリビング ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １５：１１ 

3 えんがわ家族 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １５：３２ 

4 あそびと文化のNPO新宿子ども劇場 ・・・・・・・・・・ １５：５３ 

16 時１５分 終了予定（※進行予定時間は前後する場合があります。） 

２ プレゼンテーション実施団体及び事業概要 

プレゼンテーション実施順 

No. 団体名 事業名 助成申請事業概要 ページ 

１ 
新宿傾聴 

しおりの会 

傾聴しおりによる 

地域支え合い事業 

本事業では、傾聴という身近な取り組みを通
じて、親しみやすいコミュニケーションのあり
方を提供し、互いの人生を肯定的に受け止める
ことを通じ、誰もが新宿区に生きて良かったと
思えるように貢献したいとの意志のもとに「傾
聴ボランティア活動」と「傾聴ボランティア養
成講座事業」を推進する。 

１ 

２ みんなのリビング 

〜どんな人にも居場

所をつくる〜 

支え合いの輪を育む

コミュニティづくり

事業 

独居高齢者や、障害や経済面などの困難を持
つ、地域の中で孤立しがちな人たちが、地域に
暮らす様々な人と継続的なつながりを作ること
ができる、居場所となるようなコミュニティカ
フェを開催する。
また、みんなのリビングや地域の様々な団体

等で活躍する、様々な専門性を持つ活動者たち
が、現場での活動に活かせる能力を身につけら
れるような勉強会を開催し、参加者がそれぞれ
の活動の中でよりよい居場所を作れるようにす
る。 

１０ 

※ 当該事業は採択団体ではなく、事業計画書等のホームページ上の公開についてご了承をいただい
ていないため、資料をご希望の場合は地域コミュニティ課管理係まで別途お問い合わせください。



３ えんがわ家族 

食で地域の多世代を

つなぐ 『えんがわ菜

園・家族食堂』 

地域の多様な人々と「食」の交流を通じて、
高齢者の生きがいづくりや、地域で子供たちや
街の未来を育み、地域コミュニティの活性化と
共生社会の実現を目指す。 

２０ 

４ 

あそびと文化の

NPO 

新宿子ども劇場 

障害者とともに輝く

文化体験 

～インクルーシブ・共

生社会を目指して～ 

障害を知り、ともに活動をする機会を増やす
ことで、だれもが安心して生活できる共生社会
を目指す。 
文化芸術の社会包摂機能をもって、ワークシ

ョップなどの創造の場や舞台鑑賞の場を区内の
各地で開催し、障害者や子ども、高齢者などあ
らゆる人が孤立化することなく、地域でつなが
り、顔の見える関係を広げていく。 

３６ 

☆ご協力のお願い☆

アンケートを配布しています。今後の事業実施にあたって参考とさせていただきますので、

是非ご協力をお願いします。 

ご協力いただいた方にはもれなく、表紙にもなっている基金キャラクターのボールペンを 

贈呈！！お帰りの際にアンケート回収ボックスへ入れてください。 



   

令和元年度一般事業助成・プレゼンテーション説明資料 

 

 

１ 日 時  令和元年５月２２日（水）午後２時３０分から午後４時１５分まで 

        

２ 場 所  新宿ＮＰＯ協働推進センター ５階 ５０１会議室 

       （新宿区高田馬場４－３６－１２） 

 

３ プレゼンテーションの実施内容 

（１）プレゼンテーションは、公開とします。 

（２）１団体の発表時間は１０分とし、助成対象事業の内容を中心に説明してください。 

（３）委員からの質問時間は１０分程度とします。 

（４）プレゼンテーションの参加人数は、１団体３名以内とします。          

（５）プレゼンテーションの方法は自由とします。 

会場には、パソコン、プロジェクター等の機器を設置しています。事前にパワー

ポイント等の利用を申し出た団体のみ、パワーポイント等を利用できます。 

（６）プレゼンテーション中の退室は自由ですが、プレゼンテーション実施順番に不在

の団体は、審査対象から除外させていただきますのでご注意ください。 

（７）審査資料には、申請時にご提出いただいたすべての書類を添付しています（団体

活動資料等の参考資料部分は内容を精査して適量を添付しています）。 

また、過去に同一事業に当助成金の交付を受けた団体については、直近の事業実

績報告書も合わせて添付しています。 

このため、審査員からの質問には、添付資料の内容も含まれます。 

   

４ 助成の決定 

助成団体の交付申請結果通知書は５月３１日（金）（予定）に送付しますので、助

成決定団体は６月１０日（月）までに助成金請求書を提出してください。 

 

※ 助成団体は助成対象事業終了後、２か月以内に事業報告書を提出してください。

ただし、事業終了日が令和２年２月１５日以降の場合は、同年４月１５日を提出期

限とします。 

事業報告書の提出がない場合、助成金の返還を請求することがあります。 

 

 







































































































 

 

 

               

 

 

 

 

新宿区地域振興部地域コミュニティ課 

管理係 

TEL：03-5273-3872 FAX：03-3209-7455 
URL：http://www.city.shinjuku.lg.jp/ 

～新宿区協働推進基金～ 

区民の方・事業者の皆さんからのご寄附を基金として積み立て、NPO

等の非営利の団体が行う区民のための社会貢献活動に助成を行ってい

ます（本助成もこの基金から助成を行っています）。活動を支援するた

めにご寄附の受付を行っています。基金へのご寄附は税制上の優遇措置

（寄附金控除）が受けられます（詳しくは、管轄の税務署・お住いの区市

町村の税務担当課にお問い合わせください）。 

ご寄附をいただける方は地域コミュニティ課管理係（5273）3872

までお問い合わせください（寄附金を直接、地域コミュニティ課管理

係・お近くの特別出張所窓口にお持ちいただくこともできます）。 

社会貢献活動のご興味があってもなかなか時間がとれず、参加がで

きない方等にも基金を通じて社会貢献ができる制度です。是非お気軽

にお問合せください。 

ＮＰＯ等の専門性や柔軟性、力を活

かした事業に助成し、区民の皆さま

が暮らしやすいまちづくりを目指し

ます！ 
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