平成 24 年度第 8 回さいたま市市民活動サポートセンター運営協議会会議録
日時：平成 25 年 3 月 21 日（木）18：30～20：30
会場：さいたま市市民活動サポートセンター南ラウンジ
出席：
【委員】
荒井悦子、荒木利治、石川誠、市橋秀夫、大沢教男、川池さえ子、塩野谷寛行、
杉尚明、須藤順子、平修久、田島理美子、轟和宏、中野一恵、堀越栄子
【事務局】
市民活動支援室：伊藤幸子、久保巨樹
指定管理者：東一邦、大工原潤、徳永緑、数井美由紀
欠席：
【委員】小原茂、小林由起子、細野廣吉
座長：平修久 記録：数井美由紀
次第：
１．座長あいさつ
２．報告事項
１）市民活動サポートセンター実施事業および事業の進捗について
説明：指定管理者
３．協議事項
１）利用者意見の対応について（2012 年 9 月～12 月）（資料 1）
説明：指定管理者
２）利用者懇談会（2 月 28 日開催）の意見交換の結果について（資料 2）
説明：利用者懇談会部会
３）2012（平成 24）年度の評価について（資料 3）
説明：評価部会
４．次年度の運営体制について
１）運営協議会委員の任期終了と次期委員の選考について（資料 4・資料 5）
２）指定管理者の運営体制について
説明：指定管理者
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○事前配布資料
＊月例業務報告書「平成 24 年 11 月・12 月」
＊市民活動サポートセンター業務・「協働管理運営」について運営協議会委員の評価依
頼
・評価資料 A「業務・協働管理運営にかかる師弟管理者・市民活動支援室の一次評価
・2012 年度（4 月～2 月）市民活動サポートセンター事業成果（概要）
・2012 年度市民活動サポートセンター事業成果振り返りシート
・参考資料「2011 年度市民活動サポートセンター業務・協働管理運営 運営協議会
評価で提示された問題点および提案に対する 2012 年度の対応」
＊市民活動サポートセンター春の交流イベント「これからのまちづくりフォーラム」
配布資料一式（3 月 10 日開催）
○当日配付資料：
＊24 年度利用者意見受付一覧【資料 1】
＊第 4 回利用者懇談会記録（2013 年 2 月 28 日開催）【資料 2】
＊市民活動サポートセンター業務・協働管理運営 運営協議会評価集計【資料 3】
＊運営協議会 第 2 期前期委員名簿【資料 4】
＊第 2 期前期協議会委員 任期終了にあたっての感想【資料 5】
＊月例業務報告書「平成 25 年 1 月」
＊2013 年 1 月の相談対応記録
＊2013 年 1 月の利用者カード一覧表
＊未就学児対象イベント「あつまれおやこ」案内チラシ（1 月 9 日開催）
＊セミナー「寄付入門 ステキなお金の集め方」案内チラシ（1 月 23 日開催）
＊「市民活動の窓おーぷん」№39
＊月例業務報告書「平成 25 年 2 月」
＊2013 年 2 月の相談対応記録
＊2013 年 2 月の利用者カード一覧表
＊サポセンライブ「オペレッタと紙芝居」案内チラシ（2 月 16 日開催）
＊被災地支援団体展示＆サロン「震災から 2 年 これまでの話、これからの話」案内
チラシ（1 月 29 日～2 月 2 日開催）
＊被災地支援団体展示＆サロン同時開催特別企画「ソックモンキーづくりワーク
ショップ」案内チラシ（2 月 2 日開催）
＊チラシセッショングランプリ決定戦案内チラシ（2 月 1 日～22 日開催）
＊セミナー「ソーシャルメディア活用セミナー」案内チラシ（2 月 13 日開催）
＊未就学児対象イベント「あつまれおやこ」案内チラシ（2 月 20 日開催）
＊市民活動サポートセンター2012 年度第 4 回利用者懇談会案内チラシ
（2 月 28 日開催）
＊春の交流イベント「これからのまちづくりフォーラム」参加者アンケート集計
＊「市民活動の窓おーぷん」№40
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１．座長あいさつ
・
「春の交流イベント・これからのまちづくりフォーラム」は 130 名の参加があり、予想以
上だった。うち半数が初めてのイベント参加で、テーマが自治会に関連していたためか、
自治会関係者が多かった。自治会もサポートセンター事業に関心を抱いて参加してくれ
たことは、一歩前進だった。残念だったのは、行政からの参加が少ないことで、今後の
課題である。詳細は報告書を参照してほしい。
本日は報告が 1 件、協議が 3 件ある。それから人事の連絡事項だが、4 月から市民活動サ
ポートセンターのセンター長が東さんから大工原さんに代わることになった。引継ぎの
ため、大工原さんは 1 月から市民活動サポートセンタースタッフとして業務にあたって
いる。そういうわけで、大工原さんは去年の 12 月に運営協議会を辞任した。のちほど挨
拶をいただく。
（平座長）
２．報告事項
１）市民活動サポートセンター実施事業および事業の進捗について
事務局の指定管理者から、配布資料に基づき、報告があった。（当日配布資料）
（報告）
・3 月 10 日に開催した「春の交流イベント・これからのまちづくりフォーラム」は盛会だ
った。地域の課題について、市民一人ひとりができることを考える機会となった。昨年
の 7 月から、
「公共の担い手調査」として、登録団体と防災アドバイザーへアンケートと
ヒアリングを行った。また、本年 1 月から館内に「私たちが担い手ボード」を設置し、
さいたま市 10 区別に「地域の課題とその解決方法」「さいたま市の未来」についての提
案を求めた。それらの調査をもとに、
「新しい公共を考える研究会」において分析を重ね、
地域の課題解決に向けた取り組み 14 の事例を取り上げ、フォーラム参加者とともに「私
たちにできること」を考えた。これまでのイベントになかった特徴の一つに、自治会関
係者の参加が多かったということがあげられる。また、参加者アンケート集計からわか
るように、さいたま市全域から参加があった。これは、各地にヒアリング訪問した効果
の一面もあると思われる。今回のフォーラムで浮き彫りになった「公共の担い手同士の
地域連携」の具体化の課題を、次年度以降も継続して考えていきたい。現在、調査とフ
ォーラムの報告書を編集中であり、後日委員の皆さんには配布する予定である。
その他の事業として、3 月 5 日に公募セミナー「子どもの『困った』にはわけがある」を
開催し、90 名の参加があった。社会的なテーマとしてニーズが高く、子どもの成長に対
する親や社会の姿勢を考える、有意義な機会となった。
また、来期初めのセミナーの告知を「情報紙おーぷん市民活動の窓」に掲載している。
NPO のこれからについて考えるセミナーを計画しており、1 年間のシリーズで用意してい
る。
（指定管理者：徳永）
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(質疑)
・特になし。
３．協議事項
１）利用者意見の対応について（2013 年 1 月～3 月）（資料 1）
事務局の指定管理者から、配布資料に基づき、報告があった。（資料１「利用者意見
受付一覧」
）
（報告）
・
「優先スペースを拡大してほしい」という声が多い。その他、104、116 はスタッフで説明
対応について問題を共有した。106 と 113 は WEB についての苦情だが、適宜説明し、納得
された。110 は好意的な意見だが、市民活動サポートセンターの役割と合致しているかと
いう問題を含んでいるため掲載した。111 はパルコのトイレで辛い思いをした車椅子使用
の方からの訴えで、支援室との連絡調整会議を経て、ビル協議会にも上げたいと考えて
いる。114 と 115 は展示利用団体のマナーについての苦情で、目的外利用団体との間で行
き違いがあったためである。
（指定管理者・徳永）
(質疑)
・特になし。
２）利用者懇談会（2 月 28 日開催）の意見交換の結果について（資料 2）
利用者懇談会部会から、配布資料に基づき、報告があった。
（資料 2「第 4 回利用者懇
談会記録」
（報告）
・議題は多目的展示コーナーの利用についてである。部会長は交代し、私、中野が担当し
た。利用者の参加がなく、関係者の意見交換会となった。市民活動サポートセンターの
担当者によると、趣味的な作品展示が多いが、そうでない企画展もあるそうだ。議論の
まとめと提案事項としては、
「１、利用団体を対象に、効果的な展示方法やプレゼンテー
ションを教示する機会を作る。利用調整会の時でも、実際利用する時でもよい。２、ア
ート系の団体には、作品や活動の社会的意義を認識し、社会的リソースとして社会に還
元してもらう。３、市民活動サポートセンターが主導の企画展は意義があり、参加団体
どうしのネットワークが生まれる気配もあるので、積極的に継続してもらう」以上 3 点
である。
また、利用者懇談会の参加者が少ないことが問題としてあがった。テーマ・内容は面白
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いが、利用者のニーズとミスマッチなのか、告知方法が悪いのか、開催日時の設定が悪
いのか、本来の目的を果たせていない。利用者懇談会以外に、利用者の声を聴取する機
会はないか検討してはどうか。利用者懇談会を継続するなら、効果的な方法を考える必
要がある。
（中野委員）
(質疑)
・今後、利用者懇談会をどのように運営していくか、ご意見をいただきたい。（平座長）
・開催日時の設定はどのようになっていたか。（平座長）
・平日の夜や土曜の昼など、いろいろ設定した。
（指定管理者・東）
・テーマの告知はどのように行っていたか。
（平座長）
・主に館内掲示である。タイミングが合えば、全登録団体への発送に加えている。（指定管
理者・東）
・2 月 28 日より前の、3 回のテーマはどのようなものだったか。
（平座長）
・5 月 16 日に「さいたま市市民活動サポートセンターで NPO がしたいこと、してほしいこ
と、できること」
、9 月 15 日に「市民活動にアートをどう活かしていくか」
、11 月 20 日
に「ロッカー利用調整をめぐって。公益性ある利用のための制度・方法を考える」を取
り上げた。
（指定管理者・徳永）
・
「利用者懇談会」という名称が悪いのではないかという指摘もあった。（中野委員）
・それで「利用者サロン」に変えたが、効果はなかった。しかし、毎回 2～3 人は関係者以
外の利用者が参加している。
（指定管理者・東）
・これまで、テーマは市民活動サポートセンターからの提案となっているが、「利用者サロ
ン」なら、利用者の困りごとを取り上げてもいいのではないか。
（平座長）
・何年も続けるとマンネリ化する。当初の目的に比べて、現在はどうなっているのか、常
に確認していく必要がある。2 期となり、市民活動サポートセンターは成長してきた。運
営協議会のありようも変わってきたのではないか。今後のことを考える必要があるが、
その考える主体は誰か。市民活動支援室や指定管理者が考えるのか。
（塩野谷委員）
・利用者懇談会の開催は、市との協定書に書かれているので、それに類することを行う必
要があるが、趣旨を見直すことは可能か。（平座長）
・利用者意見を反映させる仕組みであることと、回数は決まっている。（大沢委員）
・市役所が作成している管理運営要領に記載されている。（市民活動支援室・伊藤）
・利用者懇談会を 4 回、運営協議会を 4 回、開催することになっている。
（平座長）
・利用者意見の聴取は、利用者懇談会以外でも機会があるのではないか。フェスティバル
は利用者の声が反映されている。さらに反映するためにはどうしたらいいか、考える必
要がある。
（堀越委員）
・利用者の意見聴取については、いろいろなシステムを作っている。利用者懇談会でなく
ても意見は言えるという面もある。
（指定管理者・東）
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・ひとくちに利用者と言ってもさまざまである。対象を絞って、共通認識を持った人
に集まってもらったほうがよいのではないか。利用していても「利用者」という認識は
ないかもしれない。もっと身近なことをテーマにしたほうがよい。回数の問題はあるが。
（荒木委員）
・回数は 4 回程度と定められている。どのように行うかは、来年度の利用者懇談会部会に
具体化してもらうので、今日は自由にいろいろな意見を出してほしい。（平座長）
・担当委員の一人としての反省だが、運営協議会委員が、利用者懇談会の趣旨を共通認識
としてもった状態でスタートすべきだった。利用者懇談会部会以外の人にも参加しても
らいたい。
（杉委員）
・利用者の生の声が聞きたい。フェスティバル実行委員会で尋ねれば、いろいろな声が聞
けるのではないか。構えた会議だと、意見として出しにくいと思うので、フェスティバ
ル実行委員会に投げかけてもよいと思う。（轟委員）
・Web 登録者に「今回、当たったので、利用者懇談会に来てください」という誘い方もよい
のではないか。
（堀越委員）
・特定のテーマについて、関心がありそうな団体 10 人くらいを対象に、突っ込んだインタ
ビューを行うのはどうか。利用者懇談会を、こちらの設定した問題で、特定の人に意見
を聞く場と位置づける。たとえば、学習している若い人を対象にすることも考えられる。
（市橋委員）
・第 2 回目の「市民活動にアートをどう活かしていくか」というテーマの時は、アート関
係の活動団体に直接呼びかけたので、参加率がよかった。初めて参加したという人もい
た。
（指定管理者・大工原委員）
・フェスティバル実行委員会で利用者の声を聴取すると言っても、テーマが決まっていな
ければ難しいと思う。集まった情報の中からテーマを見つけて、関連した団体を呼ぶと
よいと思う。
（田島委員）
・いつもテーマ設定に悩んでいる。
（平座長）
・利用者カードやフェスティバル実行委員会のアンケート回答からも拾えるのではないか。
（田島委員）
・指定管理者作成の「2012 年度市民活動サポートセンター事業振り返りシート」に課題と
して「この事業はサポートセンターが行う事業なのか検討が必要である」と書いてあっ
たのが興味深いと思った。市民活動サポートセンターの利用の仕方やサービスについて、
市民活動サポートセンターがやるべきことなのか、話し合うのもよいのではないか。
（堀
越委員）
・市民活動サポートセンターも、日々多忙なので、事業仕分けのようなことが必要になる
かもしれない。
（平座長）
・話し合いの中から、
「市民活動サポートセンターとは何か」について、新しい方向性が見
えてくるかもしれない。
（堀越委員）
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・利用者懇談会に 2 年前に何回か来て、来なくなった人がいる。
「利用者懇談会に発言して
何が変わるか」と言われた。アンケートだったら、マーケティングに活かされると理解
してもらえるのだが、
「いただいた意見について運営協議会で話し合って、市民活動サポ
ートセンターの今後に活かされる」と話してもぴんと来ないようすであった。実際、運
営協議会において、どんなことが知りたいか、得た情報を何に使うか、明確になってい
ないことが、利用者懇談会部会の悩みである。利用者懇談会は、運営協議会委員が利用
者から直接意見が聞ける唯一の場所である。4 回の開催に対し、委員が分かれてどこかの
回に参加し、聞きたいテーマで運営するのはどうか。（中野委員）
・第 2 期後期第 1 回運営協議会で、利用者懇談会のテーマや、担当をどうするか、決める
ことになる。今回の意見をきちんと記録に留めて、次回の準備に使いたい。
（平座長）
・第 1 回運営協議会で、集まった情報から利用者懇談会の年間のテーマを考え、それに合
わせて参加団体に声をかけるべきである。最初の 3 回分を決めて、最後の 1 回はフリー
でもいい。
（塩野谷委員）
・そうなると、メンバーが変わるので大変だと思うが、来年度第 1 回目の運営協議会は大
変重要ということになる。
（平座長）
・別件の報告事項だが、前回の運営協議会で、利用者懇談会部会からの「ロッカー利用に
ついての提案」について討議したが、団体の利用希望申請はロッカー設置数を超えず、
抽選は中止となった。譲り合いを奨励した効果があったのかもしれないが、申請を忘れ
た団体もいると思われる。小ロッカーはまだ空きがあり、新規受付開始の 4 月 1 日は朝
から手続きで込み合うと思われる。
（指定管理者・東）
３．2012（平成 24）年度の評価について
評価部会から、配布資料にもとづき、2012（平成 24）年度の評価についての説明があっ
た。
（資料 3「2012 年度市民活動サポートセンター業務・協働管理運営 運営協議会評価
集計」
）
（報告）
・委員のみなさんから提出していただいた評価を集計したものが資料３である。これをさ
らにまとめないと、来年の課題にならない。4 月にまとめて、市民活動支援室と指定管理
者に提出し、委員のみなさんには追って確認していただくことになる。（評価部会・塩野
谷委員）
・資料 3 について説明する。運営委員会委員のうち、指定管理者であるさいたま NPO セン
ターの理事と辞任された委員、市民活動支援室職員の 3 名を除いた 15 名に評価をお願い
し、13 名から回答があった。ただし、資料３の 5 ページのⅠ―３の③の回答が 11 件とな
っているのは、
「回答のしようがない」のいう人が 2 名あったためである。「委員のコメ
ント」欄は、いただいた原文のまま掲載した。課題･問題に対する今後の提案として受け
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止めたコメントについては、下線を引かせていただいた。事務局への質問として書かれ
たコメントについて、簡単に説明する。3 ページ「公益の翼をひろげる」に「組織との連
携は浅くとも持続することに意味があるように思います。『公共のあり方』
『新しい公共』
のビジョンは展望の共有や深化という点は弱い？」とクエスチョンマークをつけていた
だいているが、今回の評価対象には直接間に合わなかった 3 月 10 日の「これからのまち
づくりフォーラム」の取り組みも含めて現在は試みの途上であり、これからビジョンの
共有を図り、今後のまちづくりに活かすことを考えたい。
また 5 ページの「連携の翼をひろげる」に、
「北区総務課との協力体制が強かったのは何
か理由があるのだろうか？10 区均等にというのは難しいと思うが、先行事例を今後に活
かしてほしい」という質問とご意見がある。これは、2008 年度に防災をテーマにした交
流イベントを開催し、2010 年度には防災における災害者要援護者支援について取り上げ、
各区の夜間避難訓練に参加したところ、北区からは、2011 年度、2012 年度も引き続き、
夜間避難訓練での講話依頼があり、連携を強めることができたということである。今年
度の交流イベント「これからまちづくりフォーラム」においては、10 区全域を対象に調
査を行い連携について考える機会をつくることができた。
また、同ページにある「
『会計税務・労務・行政の手続き』の相談会は定期的に行う必要
があるのか？相談があったときに専門機関を紹介する程度でよいのではないのか」とい
う質問とご意見があった。これは、団体運営をどのように行い継続していくのか、市民
活動団体の社会的な信用性をどう獲得し保持するのかという、市民活動支援施設として
大切にしたい支援ニーズであり、今後もきちんとサポートしていきたいと考えている。
11 ページの「指定管理者との連携」について、今年度は、各所管課との協働の事例はな
かった。
2011 年度の評価コメントから抽出した「2011 年度の問題点・課題」
「問題に対する提案」
に対して、事務局では、
「解決に向けた 2012 年度の見通し」
「2012 年度の取り組み・対
応・成果」をまとめているが、運営協議会自身が取り組むべき点については空欄にして
いる。この協議の場で委員のみなさんにまとめていただきたい。
（指定管理者・徳永）
・第 2 期は 5 年間あり、その途中での評価なので、今、A 評価だとしたら大変なことで、B
評価だったとしたら、もっと上を目指せばよい。
「Ⅰ―１活動の翼をひろげる」について
は A 評価が多い。イベント企画などは相当やっていると捉えている委員が多い。
「Ⅰ―2
公益の翼をひろげる」の他セクター・大学や公益法人との連携では B 評価が多いが、コ
メントを見ると弱さが指摘されている。
「Ⅰ―3 連携の翼をひろげる」は、連携は五分五
分、それほどできているとは言えない。
「Ⅰ―4 協働の翼をひろげる」も A よりは B 評価
が多い。
「Ⅱ―1 協働管理運営の仕組み」は B 評価が多い。
「Ⅱ―2 行政の指定管理者との
連携」は C 評価が５つ付き、まだまだと考えている人が多い。全体的にあがってきた課
題を整理し、平座長にまとめをお願いしたい。（評価部会・塩野谷委員）
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（質疑）
・最終的な評価項目の表示はどのようにするのか。
（中野委員）
・評価の仕方が委員それぞれで違うので、そのまま出すしかない。来期に向けての課題を
まとめて渡すという形になる。
（評価部会・塩野谷委員）
・個人的な感想だが、評価の参考になる資料が多く、昨年度より評価しやすかった。疑問
に思ったこととしては、
「Ⅰ―１活動の翼をひろげる」の①～⑤の項目と、その成果とし
てあげられた事業内容は、はたして市民活動サポートセンターがやるべきことなのか、
ということがあげられる。目標の整合性は誰がチェックしているのか。（中野委員）
・整合性に気付いていないことがあるかもしれない。プロジェクトの立案段階で、サポー
トセンターのミッションを意識するように体制を組んでいるが、継続性を重んじたまま、
市民活動サポートセンターがやるべきこととは言えないものに、力を注ぐこともあり得
る。
（指定管理者・徳永）
・関心層はともかく、潜在層は対象が見えないので、市民活動の意義に気付いてもらう誘
い方は評価できる。戦略的に仕掛け、アピールを続けられれば、潜在層を引き付けられ
るものになる。
（堀越委員）
・
「あつまれおやこ」は指定管理業務で義務付けられた事業ではない。市民活動サポートセ
ンターは昼時は小さい子ども連れが多い。それなら、そこに呼び掛けようと、月 1 回、
登録団体の得意技を活かして運営してきた。市民活動に関心がない潜在層、これまで来
館したことがない人が足を運ぶイベントとなっている。そういう面では市民活動への入
口機能を果たしていると言えるが、もう一歩先の「活動へ誘う仕組み」がないことが課
題である。単なる楽しみごとの提供サービスは、市民活動サポートセンターのやるべき
ことではない。
個々の団体の活動はシングル・イシューであるが、そうした活動と応援したい団体との
マッチングを図るのが、市民活動支援施設としての市民活動サポートセンターの役割の
ひとつなのではないか。企画する側のスタンスにブレがないか見直しが必要である。
（指
定管理者・東）
・夏休み応援企画セミナー「風力発電で電気を作ろう」の位置づけについては、スタッフ
内で充分に打合せをしている。震災後の社会的なテーマでもある、自分達でできるエコ
について、夏休みの子どもたちが自分自身で考える学習の機会提供に意義がある。また、
定年後、経験を活かして、子どもたちに科学の学習の機会を提供している活動層と、子
どもたちの保護者である潜在層をつなぐ意義もある。
「あつまれおやこ」についても意義づけ、位置付けはしているが、方向転換しにくい場
面もある。
（指定管理者・徳永）
・
「Ⅰ―１活動の翼をひろげる」の 1 ページ目にある委員のコメント「会場の一部を運営面
でルール化しなければならない」はどういう意味か。（平座長）
・半館貸しのルールがない。利用する際、前例がないと言われ、わかりにくい。ルールが
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あればわかりやすくなり、利用団体と指定管理者との関係もよくなる。（荒木委員）
・では、運営協議会でルール化について話し合い、指定管理者と市民活動支援室へ提案を
出したい。
（平座長）

・半館貸しは行政関係の利用が多く、市民活動団体は少ない。半館貸しは丸一日、通常の
利用ができなくなってしまうので、行政に月に何回も貸しだすのはどうかと思う。しか
し、市民活動団体の利用は当初の想定になく、販売や寄付集めの許可のような、手続き
的なルールはつくっている。（指定管理者・東）
・そのことは過去に議論したはずである。さいたま市市民活動サポートセンターは市の施
設なので、半館貸しは市が判断するのだと理解している。（中野委員）
・事務局で調べておいてほしい。
（平座長）
・目的外利用許可については、市が出している。
（大沢委員）
・しかし、市役所と指定管理者で協働管理運営をしているのだから、指定管理者が目的外
利用の内容を知らないと言うのは困る。
（指定管理者・東）
・さいたま市市民活動サポートセンターはさいたま市の施設である。
（中野委員）
・さいたま市市民活動サポートセンターは市役所のものではない。市民のものである。そ
ういう考え方にもとづいて、市民と行政の協働管理運営をしているので、運営をまかさ
れた市民団体である指定管理者の関知しないところで市役所が半館貸しを決める決めな
いというあり方は考えられない。
（指定管理者・東）
・議論の必要性はあると思うが、議論の準備が出来ていないので、事務局で調べておいて
ほしい。
では、
「2012 年度市民活動サポートセンター業務・協働管理運営 運営協議会評価集計」
は、配布資料の順番通りに整理し、似たような内容はまとめることとする。まとめ方は、
2011 年度に準じ、
「2012 年の問題点・課題」
「問題に対する提案」「解決に向けた 2013
年度の見通し」
「2013 年度の取り組み・対応・成果」という項目でまとめる。また、2011
年度は、評価の参考のため、都合のつく限り、市民活動サポートセンターの事業に参加
しようということになっていた。
（平座長）
・2011 年度は「評価において、委員自身の実情の把握に反省が残る」という問題点に対し、
「運営協議会自体も“動く運営協議会”を目指すべき」という提案があった。（指定管理
者・徳永）
・2011 年度はイベントに市民パートナーとして参加して評価を記入した。
（堀越委員）
・2012 年度はなかなか参加できなかったという委員のコメントがあり、必ずしも充分では
なかったと思うが、次年度の課題としたい。
「評価資料 A」の「運営協議会委員の総合評
価」の空欄については、評価部会の方で埋めてほしい。
2010 年度、2011 年度と比べて、2012 年度の運営協議会に対するメンバーの関わり方に
ついて、事務局の感想はいかがか。
（平座長）
・2012 年度は、運営協議会の出席率が増えた。（指定管理者・徳永）
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・市民活動サポートセンターができてから 5 年ちょっと経った。やってみると、構想段階
からできたこともあった。運営協議会の中から新しい提案が生まれてきた。このことは
明記しておいた方がいい。あと３年、後期で検討することができる。
（堀越委員）
・運営協議会は、市民活動支援室や指定管理者に提案することはできるのか。運営協議会
は市民活動サポートセンターから言われたことを審議するだけの機関ではないはずであ
る。
（平座長）
・第 3 期に向けて、市民活動サポートセンターの機能と役割について、議論したほうがい
いのではないか。
（堀越委員）
・基本計画を直すなら、市の都市経営戦略会議に付議して了承を得、パブリックコメント
を実施する必要がある。その場合は、至急取り組まないと、次期の指定管理者の決定時
期までに間に合わない。提案をもらっても市は何もできない。だいたい 2 年くらいはか
かると思う。基本計画を変えるなら、しっかりした理由が必要である。（大沢委員）
・基本計画を変えるほど大掛かりなものか、運用範囲内か、見極めが必要である。
（平座長）
・大筋の基本路線は間違っていないので、運用面の議論でよいと思う。（杉委員）
・提案者の塩野谷委員、具体的な案はあるか。（平委員）
・通常ルーティンをこなすことで十分なのか。市民活動支援室を動かし、各所管課と連携
できるように、市民活動サポートセンターのあり方をきちんと形にする必要がある。し
かし、その提案を運営協議会が 1 年で作れるかというと難しいと思う。別の委員会が必
要である。
（塩野谷委員）
・市民活動推進委員会は、市民活動サポートセンターについて議論する機関ではないのか。
（平座長）
・市民活動サポートセンターのあり方についての議論なら、今ある組織ではそこが該当機
関だと思う。
（大沢委員）
・市民活動推進委員会が担うべきである。現在は、市民活動サポートセンターのことを理
解しているとは言い難い。委員会の中では、市民活動サポートセンターにもっと役割を
担わせようという話が出ている。次の指定管理者が決まる前に見直せるよう、早く検討
しなければならない。
（中野委員）
・どこまで検討するかということが問題である。多大なコストをかけて民主的な手続きを
経てつくった条例を、そんなに簡単に変えていいのか。検討については、別の委員会を
つくるという考え方もあり、何とも言えない。市民活動サポートセンターの評価は良い
にもかかわらず、基本計画を変える必要があるなら、しっかりした理由が必要である。
（大
沢委員）
・ノウハウの蓄積があるスタッフが、今の条件で 5 年も 6 年も拘束されることや、閉館時
間や休館日の設定によって、スタッフが非常に負担を負っていることは問題である。そ
の仕組みは変えるべきである。
（中野委員）
・私と中野委員とは市民活動推進委員会の委員で、任期は 3 月末で切れる。運営協議会か
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ら市民活動支援室経由で、市民活動推進委員会に依頼したらどうか。中野委員が指摘し
た休館日問題などは、運用面の変更の範疇でなんとかなるものか。（平座長）
・難しいと思われる。
（大沢委員）
・休館日の設定については機会あるごとに問題提起している。緊急に検討すべき議題であ
る。
（荒木委員）
・2011 年度の運営協議会評価で提示された問題点および提案の 3 ページでも「定期休館日
の設置が急務」と提案されている。また、2012 年度の運営協議会評価集計においても、
「日常業務も含めて時間の有効活用に余裕が見られない印象を受ける。条例により、年
末年始を除いて休館日が皆無の実状は感心しない。休館日がないことが市民へのサービ
スとの勘違いはないか」という委員からの評価を 7 ページから 8 ページにかけて記載し
ている。2 年前、運営協議会からの問題提起を受けて、利用状況調査を実施した。休館日
設定の合理的な理由の素材になるはずだった。それをなぜ運営協議会に提出しなかった
かと言うと、市民活動支援室より、市民参加の検討を経て決めた開館については、来館
者が少ないから閉める発想ではなく、利用者増への努力の視点が必要だと提言されたか
らである。
（指定管理者・徳永）
・運営協議会は指定管理者が事務局となっている。提案を上にあげていく仕組みがない。
市民との協働を別の形で行えないものか。与えられたものでベストを尽くせば目的を果
たせたと言えるのか。次の指定管理者となる NPO は未知数で、もし現在の指定管理者と
異なる団体がなるとしたら、ノウハウがない。3 月の議事録に、今回出た議題と評価を市
民活動推進委員会にあげると記載するくらいやらないと、間に合わないのではないか。
（塩野谷委員）
・市民活動推進委員会で取り上げてもらえるよう、定期的に報告する時間を取ってもらっ
た方がいい。
（平座長）
・市から議題を投げ答申する市民活動推進委員会では、市の市民活動全体についてはあま
り議論していなかった。市民活動支援室で NPO 認証を始めたこともあるので、市民活動
推進委員会では、今後はもう少し全体を見るようにして議題を拾いたいと思う。ただ、
この運営協議会は市民活動推進委員会のあり方について議論する場ではない。（大沢委
員）
・運営協議会の委員が、市民活動推進委員会の事務局に入って、即座に報告する体制を作
った方がいい。
（平座長）
・市民活動推進委員会には知っていてもらわないとおかしい。（指定管理者・東）
・市民活動推進委員会の議論になってしまったが、市民活動サポートセンターを良くする
ための意見と受け止めて欲しい。運営協議会の評価としては、昨年に準じてまとめ、WEB
にアップする。
（平座長）
４．次年度の運営体制について
12 / 15

１）運営協議会委員の任期終了と次期委員の選考について（資料 4・資料 5）
事務局の指定管理者から、配布資料に基づき、報告があった。（当日配布資料）
（報告）
・第 2 期前期の 2 年間が終了となるため、市報を使って運営協議会の公募委員を募っ
ている。現在の委員がもう一度公募に応じることも可能である。それぞれの選考枠
そのものは変わらないが、内容は見直す可能性もあり得る。推薦をお願いしたい。
（指
定管理者・東）
・現在の委員の皆さんに任期 2 年を全うした感想をいただいたのが、資料５である。
（指
定管理者・徳永）
・それでは、委員の皆さんに端から順番に一言ずつ、いただきたい。
（平座長）
・個人的に大変勉強になった。ここに 2 年いて得たことを糧に、今後の活動を頑張っ
ていきたい。
（荒井委員）
・2 年間やってきたが、評価は難しかった。膨大な資料があって、読むだけで大変であ
る。私なりの評価をさせてもらった。これからも市民活動サポートセンターを大い
に利用したい。
（荒木委員）
・2 年間、ほとんど発言しなかった。申し訳ない。今回、「パルシステム埼玉」から出
向することになったので、後任に引き継ぎたい。
（石川委員）
・毎回、参加するだけとなってしまい、反省している。現在、市民活動サポートセン
ターはきちんと機能していると思う。これ以上、何かと考えると大きなことになる。
そこまでする必要があるのかと思うが、そういう意見が出る会議だからこそ、どん
どん発展していくのだと思う。
（市橋委員）
・市民運営なので、あまり口を出さないようにしてきた。厳しい意見を多くいただい
たが、来年もよろしくお願いしたい。（大沢委員）
・何もわからず、お客様状態だったと反省している。ここで聞いたことで広い視野を
持って、自分の団体活動に活かしたい。
（川池委員）
・評価で批判が多くなったが、市民活動サポートセンターが日々の変化に対応して成
長してもらいたいと思い、発言した。成長の日々をこれからも見ていきたい。
（塩野
谷委員）
・利用者の受付意見には、毎回、クレームに近いものなど多様で、こんなに世の中い
ろいろあるのだと、自分の視野が広がった。
（杉委員）
・利用者懇談会部会委員だったが、体調を崩し、浦和まで来れないことも多かった。
夫が自治会長になって、家で市民活動団体と自治会の立場で意見を戦わせることも
あるが、2 人で話し合っていても大変なので、市民活動サポートセンターが両者に切
り込んでいるのは素晴らしいと思う。いろいろな立場の人と意見交換できたことが
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勉強になった。
（須藤委員）
・第 1 期後期から参加している。民生児童委員・青少年育成会・社会福祉協議会など
福祉関係の仕事にたずさわっている中で、いろいろな立場の人と意見交換できたこ
とが新鮮で貴重な時間だった。
（田島委員）
・仕事が忙しく、なかなか参加できなかったが、いろいろ勉強になった。これからは
できるだけ積極的にかかわっていきたいと思う。
（轟委員）
・1 期後期と 2 期前期を務めさせてもらった。オープン前のワークショップから参加し
ている。情報量に差があるので、運営委員会に新しい委員が入ってきたときにはオ
リエンテーションが必要だと思う。市民活動サポートセンターはなぜ、さいたま市
に１つなのか。埼玉県全体で見たときは公設公営が多い。さいたま市市民活動サポ
ートセンターはここだけの問題にとどまらず、市民活動全体のために、他の拠点の
参考になる存在であってほしい。（堀越委員）
・さいたま市市民活動サポートセンター整備に伴うワークショップから参加している
ため、自分勝手な思い込みが多かったかもしれない。震災の避難者の受入先となっ
たスーパーアリーナにかけつけた若い人たちを見て、さいたま市も捨てたものじゃ
ないと思った。次の世代の人たちが市民活動に目覚めて参加できるような仕組みが
必要である。そのためには、さいたま市市民活動サポートセンターのスタッフの待
遇を改善し、ここの仕事を一生の仕事にできる、あるいはここでステップアップし
て次の仕事に活かす。そういう風にできなければ、先行きがつまらない。
（中野委員）
・議事進行に不手際があったことをお許しいただきたい。多くの人材がいて、活発な
議論を展開していただけた。さいたま市市民活動サポートセンターは、少しづつ質
も量も進歩していると感じる。良いことは褒め、改善すべきことは言う。これから
も市民活動サポートセンターを応援してほしい。
（平座長）

２）指定管理者の運営体制について
指定管理者から、センター長の交代について挨拶があった。
・運営協議委員会の委員のみなさんには熱心に資料を見ていただき、熱い思いを感じた。
このたび 5 年 5 か月務めたセンター長を退任することにした。さいたま市市民活動サ
ポートセンターのような、これほど広くオープンなスペースは全国的に見てもないだ
ろう。市民活動団体が指定管理者となって、市と協働し運営しているスタイルも珍し
いと思う。試行錯誤し、手探りでいろいろ試し、いろいろな人々と話し、刺激的な日々
だった。スタッフの約 20 名は、熱心で優秀な人が集まった。仕様書で決められている
セミナー開催数は 12 回なのに、17 回も開催した年もあった。市民活動支援に熱心に精
力を注ぎ込む、そんなスタッフと一緒に仕事できて幸せだった。
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新センター長の大工原委員とは、浦和区民会議でご一緒して以来の長い付き合いであ
る。大工原委員は整備検討委員会にも参加しているし、デザインの専門家として、市
民活動サポートセンターのチラシやプログラム制作にもかかわっていて、このたび、
センター長を引き受けてもらえた。私より十歳若い。
私は今後もさいたま NPO センターの理事を続けるとともに、利用する市民の立場で、
市民活動サポートセンターを支えたい。みなさんもこれまで同様、次のセンター長も
支えてほしい。
（指定管理者・東）
・昨年 12 月まで運営協議委員だった。市民活動サポートセンターの情報紙「おーぷん市
民活動の窓」にも書いたが、利用する市民として、外から中に入った。西田幾多郎の
言葉に「私の生涯は極めて簡単なものであった。その前半は黒板を前にして坐した、
その後半は黒板を後にして立った。黒板に向かって一回転をなしたと云へば、それで
私の伝記は尽きるのである」という言葉があるが、わたしは市民活動サポートセンタ
ーに対する位置どりを 180 度ではなく、クルクルと立ち位置を変えるようなかたちで
見ていきたい。中に入ると中の立場になりがちだが、外にいた時の視点を持ち続けた
い。運営協議委員会では厳しいことを言ったが、指定管理者の立場になると「厳しい」
と思う。その違和感を大事に、これからの 3 年間を務めたいと思う。皆さんの厳しい
批判をお待ちする。
（指定管理者・大工原委員）
・それではこれで閉会する。
（平座長）
以上
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