様式第２号(第７条関係)
会議の開催結果
１

会議の名称

平成２８年度第２回
さいたま市市民活動サポートセンター
運営協議会

２

会議の開催日時

平成２８年１０月２０日（木）
午後５時から午後７時１０分まで

３

会議の開催場所

コムナーレ９階
さいたま市市民活動サポートセンター
北ラウンジ
（浦和駅東口・浦和パルコ上階）

４

出席者名

別紙のとおり

５

（議題）
・利用者懇談会等における意見について
議題及び公開又は非公開
・管理基準等について
の別
（公開・非公開の別）
公開

６

非公開の理由

７

傍聴者の数

７名

８

審議した内容

・利用者懇談会等における意見について
・管理基準等について

９

問合せ先

10

その他

市民局市民生活部市民協働推進課
電話番号：８１３−６４００
会議資料中、資料１−１及び１−２について
は、当該資料が大量等であることから、各区役
所情報公開コーナーにおける設置等を省略し
ます。

別紙
No.

委員氏名

出欠状況

１

小島

敏也

出席

２

山岸

平二

出席

３

矢那瀬

４

三島

由香

欠席

５

藤本

裕子

出席

６

塙

美千代

出席

７

山田

洋

出席

８

榎本

髙信

欠席

９

菊地

順子

出席

10

有浦

正子

出席

11

加倉井

12

須藤

順子

出席

13

黒岩

清

欠席

14

齋藤

友之

出席

15

永沢

映

出席

16

青柳

勝久

欠席

17

木島

泰浩

出席

春代

範子

出席

出席

平成２８年度第２回
さいたま市市民活動サポートセンター運営協議会
次第

開催日時 平成２８年１０月２０日（木）
午後５時から午後７時まで
開催場所 市民活動サポートセンター
北ラウンジ
１ 開会
２ 報告
（１）さいたま市市民活動サポートセンターの成り立ちと協働管理運営について
（２）利用状況等について
３ 議事
（１）利用者懇談会等における意見について
（２）管理基準等について
４ その他
５ 閉会

≪配布資料≫
・次第
・「さいたま市市民活動サポートセンターができるまで［協働の 760 日］」（資料１−１）
・（仮称）さいたま市市民活動サポートセンター整備基本計画（資料１−２）
・協働管理運営の推進について（資料２）
・利用状況［グラフ／表］（資料３−１）
・主な窓口対応等（資料３−２）
・平成２８年度第１回さいたま市インターネット市民意識調査【調査報告書】※抜粋版
（資料４）
・利用者懇談会等における意見［利用者懇談会］（資料５−１）
・利用者懇談会等における意見［市民活動ネットワーク］（資料５−２）
・利用者懇談会等における意見［利用者アンケート］（資料５−３）
・例規体系図について（資料６−１）
・管理基準等の対応案（分類版）について（資料６−２）
・管理基準等策定に係る関係要領の整理について（資料６−３）

資料２

協働管理運営の推進について
１

附属機関及び協議会等について
（１）附属機関
地方自治法第１３８条の４第３項の規定に基づき設置する機関をいう。
≪地方自治法第１３８条の４第３項≫
普通地方公共団体は、法律又は条例の定めるところにより、執行機関の附属
機関として自治紛争処理委員、審査会、審議会、調査会その他の調停、審査、
諮問又は調査のための機関を置くことができる。ただし、政令で定める執行機
関については、この限りでない。
（例）市民活動推進委員会
（２）協議会等
市民、各種団体の代表者、専門的知識を有する者等の意見を聴取し、市の行政
に反映させることを主な目的として、要綱等により設置する協議会、懇談会、懇
話会、研究会等をいう。
（３）協議会等の設置にあたっての留意事項
① 地方自治法第１３８条の４第３項の規定に該当する事項を所掌する、附属機関
としての性格を有する機関（自治紛争処理委員、審査会、審議会、調査会、その
他の調停、審査、諮問または調査のための機関）については、条例に基づく附属
機関として設置することが必要である。
② 多数決等による決定や、提言等として意見のとりまとめを行うなど、
「合議制の
機関」に該当する場合においても同様である。

２

運営協議会について
（１）管理運営要綱第３条第１項
市は、協働管理運営を実現するための組織として、運営協議会を設置するもの
とする。
（２）管理運営要綱第４条第１項
運営協議会は、市民、市民活動団体の代表者等、有識者及び市職員の１７人以
内の委員をもって構成し、センターの管理運営をより効果的かつ効率的に行うた
めの意見交換を行い、協議する。
（３）管理運営要綱第４条第３項
市は、運営協議会における協議内容を尊重して業務を実施するとともに、市民
に対して説明責任を果たすものとする。
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３

利用者懇談会について
（１）管理運営要綱第３条第２項
市は、利用者の意見をセンターの管理運営に反映するため、利用者懇談会を開
催するものとする。
（２）管理運営要綱第５条第１項
利用者懇談会は、利用者及び運営協議会の委員の参加により開催し、センター
の管理運営に利用者のニーズを反映するための意見交換を行う。
（３）管理運営要綱第５条第３項
運営協議会は、利用者懇談会における意見交換を受けて、必要に応じた協議を
行う。

４

運営協議会と利用者懇談会の機能的な運営について
＊利用者は、利用者懇談会において、センターの管理運営に関する意見交換を行う。

＊運営協議会は、利用者懇談会等における意見を受けて、必要に応じた意見交換や協
議を行い、その内容を、市に報告する。

＊市は、運営協議会における協議内容については、尊重して業務を実施する。

＊市は、業務の実施状況や検討状況を、運営協議会に報告するとともに、運営協議会
とともに、利用者懇談会において、市民に報告する。
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資料３−１

利用状況［グラフ］
（平成 28 年４月から９月まで）
１

来館者数
（人）

≪来館者数の推移≫

50,000
45,000

≪月間平均来館者数≫
（４月〜９月）
H28： 39,543 人

40,000
35,000
30,000

H27

25,000

H28

H27： 40,342 人

20,000

********

15,000

≪年間来館者数≫

10,000

H27：485,822 人

5,000
0

4

２

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3（月）

登録団体数
（件）

≪登録団体数の推移≫

25

20

≪月間平均登録団体数≫

（４月〜９月）
H28： ９件

15
H27
H28

10

H27： ９件
********
≪年間登録団体数≫

5

H27：129 件

0

4

３

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3（月）

施設等の利用状況
（１）多目的展示コーナー
≪多目的展示コーナーの利用率の推移≫
100%
90%
80%

≪月間平均利用率≫
（４月〜９月）
H28： 78％

70%
60%
50%

H27

40%

H28

30%

H27： 77％
********
≪年間利用率≫

20%

H27： 83％

10%
0%

4

5

6

7

8

9

10

11

12
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1

2

3 （月）

（２）団体ロッカー・メールボックス
≪団体ロッカー及びメールボックスの利用率（平成28年10月１日時点）≫

団体ロッカー（大）

100％

団体ロッカー（小）

91％

利用率
未利用率

29％

メールボックス
0%

20%

40%

60%

80%

100%

（３）貸出機材
≪貸出機材の利用件数の推移≫

（件）
30

25

≪月間平均利用件数≫
（４月〜９月）
H28： 11 件

20

15

H27

H27： 13 件

H28

********

10

≪年間利用件数≫
H27：195 件

5

0

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3 （月）

（４）ラウンジ
≪ラウンジの利用予約件数の推移≫

（件）
400
350

≪月間平均利用予約件数≫
300

（４月〜９月）
H28： 328 件

250
H27

200

H28
150

H27： 299 件
********
≪年間利用件数≫

100

H27：3,707 件
50
0

4

5

6

7

8

9

10

11

12
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1

2

3

（月）

（５）印刷作業室
（件）

≪印刷作業室の利用件数の推移≫

800
700

≪月間平均利用件数≫
（４月〜９月）
H28： 441 件

600
500
400

H27

H27： 443 件

H28

********

300

≪年間利用件数≫

200

H27：5,229 件

100
0

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3 （月）

（６）チラシ・ポスターの設置
≪チラシ・ポスターの設置件数の推移≫

（件）
250

≪月間平均設置件数≫
（４月〜９月）
H28： 148 件

200

150
H27
H28

100

H27： 166 件
********
≪年間設置件数≫

50

H27：2,051 件

0

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3（月）

※H28 より、
「チラシとポスターの設置申込が同時にあった場合の件数の数え方」を変更しています。
（H27⇒２件／H28⇒１件）
（７）パソコン・コーナー
≪パソコン・コーナーの利用件数の推移≫

（件）
180
160

≪月間平均設置件数≫

140

（４月〜９月［H28 は７月〜］
）

120

H28： 141 件

100

H27

80

H28

60

H27： 71 件
********
≪年間設置件数≫

40

H27：2,051 件

20
0

4

5

6

7

8

9

10

11

12
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1

2

3 （月）

利用状況［一覧表］（平成28年４月から９月まで）

項目
利用者
総合案内対応

平成
19年度

平成
20年度

平成
21年度

平成
22年度

平成
23年度

平成
24年度

平成
25年度

平成
26年度

平成
28年度
※途中

平成
27年度

平成28年度
４月

５月

６月

７月

８月

９月

10月

150,413 507,711 507,765 458,416 468,139 467,300 474,467 484,279 485,822 237,259 39,268 40,517 40,496 41,853 36,678 38,447
5,179

8,710

9,613

8,757

8,552

9,036

9,722

11,012

10,829

5,325

857

908

944

958

764

894

市民活動団体登録届

371

409

278

180

175

131

124

126

129

56

9

6

15

9

6

11

団体ロッカー・メールボックス利用許可申請書

112

278

350

520

391

111

501

297

377

91

70

7

5

2

3

4

団体ロッカー（大）

43

102

108

164

75

2

131

71

81

3

1

0

1

0

1

0

団体ロッカー（小）

40

120

190

277

236

61

217

126

166

53

41

4

3

0

2

3

メールボックス

29

56

52

79

80

48

153

100

130

35

28

3

1

2

0

1

59

154

189

217

196

193

129

197

195

64

17

11

15

7

7

7

24

52

67

93

93

100

70

95

110

36

10

7

7

3

5

4

オーバーヘッドプロジェクター

2

7

6

0

7

5

1

2

3

1

1

0

0

0

0

0

移動式スクリーン

6

30

38

45

19

23

13

30

33

12

3

2

4

1

1

1

ビデオ一体型DVDプレーヤー

4

15

33

29

37

28

19

34

14

0

0

0

0

0

0

0

ブルーレイディスクプレーヤー

-

-

-

-

-

-

-

4

13

6

0

1

1

2

1

1

ワイヤレスマイク装置

8

23

28

25

23

19

16

16

16

7

3

1

1

1

0

1

ショルダーメガホン

0

2

3

4

1

2

0

9

0

0

0

0

0

0

0

0

15

25

14

21

16

16

10

7

6

2

0

0

2

0

0

0

27

64

66

63

76

79

63

60

71

33

7

1

5

10

7

3

1,503

4,492

4,654

5,052

5,323

5,638

5,706

5,822

5,732

2,647

377

407

353

482

350

678

コピー機

681

1,777

1,783

1,786

1,715

1,792

1,803

1,889

1,889

818

120

142

117

151

129

159

モノクロ印刷機

665

2,158

2,214

2,500

2,684

2,884

2,839

2,837

2,769

1,238

242

235

203

205

140

213

高速カラープリンタ

133

486

556

645

773

757

821

814

791

151

0

0

0

41

43

67

24

71

101

121

151

205

243

282

283

39

0

0

0

11

12

16

401

15

30

33

74

26

223

429

100

69

75

68

53

64

貸出機材利用許可申請書
データプロジェクター

展示パネル
多目的展示コーナー利用許可申請書
印刷作業室利用

大判プリンタ
印刷機器以外（単独利用）
印刷作業室利用予約申込
ラウンジ利用予約申込

128

1,194

1,975

2,267

2,009

2,726

3,073

3,301

3,707

1,968

338

345

311

340

290

344

チラシ・ポスター設置申込

0

1,533

1,652

2,005

1,800

2,123

2,047

2,064

2,051

885

136

124

165

120

148

192

パソコン・コーナー利用申込

-

-

1,038

1,237

1,354

1,525

1,404

1,684

1,546

212

0

0

0

56

73

83

581

119

108

93

105

77

79

備品使用申込
Web登録団体

54

188

46

29

38

24

28

32

19

3

0

0

1

0

1

1

Webアクセス

26,774

68,982

69,718

92,482

71,708

69,128

87,647

90,444

88,479

33,267

5,962

5,882

5,840

5,656

5,102

4,825

11月

12月

１月

２月

３月

資料３−２

主な窓口対応等［平成28年４月分］
□平成28年４月分［14件］
No.

28-1

対応
年月日

H28.4.6

対応者

委託職員

相談等内容

対応内容

印刷用紙は、これまでセンターで購入して
いたが、今後はどうなるのか。

今までは、高速カラープリンタの用紙は販
売していたこと、コピー機は、印刷用紙も
含まれていることを説明した。
また、今後は、高速カラープリンタの用紙
の販売はしないことを説明した。
※補足：7/7大判プリンタ、高速カラープリ
ンタ及びパソコン設置（利用再開）に合わ
せて、高速カラープリンタの用紙も提供す
ることとなった。

28-2

H28.4.9

障害者差別解消法について、市民活動サ
ポートセンターで広報活動をしてほしい。

センターは、利用者の市民活動をサポート
するところなので、センター独自で事業を
するのは限られてしまう旨を説明した。
なお、「左記内容をメールでセンターに
送ったが返事がない。」とのことであった
ので、確認する旨を約束した。
※補足：市にてメールを確認し、返信をし
た。

28-3

ビルの１階に、見沼田んぼのポスターが掲
H28.4.11 委託職員 示されていました。チラシがあれば頂きた
いというお客様がいらっしゃった。

チラシを探したが、センターにはなかった
ため、浦和駅市民の窓口にある旨をお伝え
した。

28-4

これまで、個人的に埼玉の歴史人物を映像
化してきた。今後、団体として取り組める
事業をやりたい。
以前、旧指定管理者の職員さんの紹介で、
H28.4.11
委託職員 他分野の団体とコラボをさせてもらった。
H28.4.14
今年から、そのようなことをやっていきた
いので、相談に乗ってもらいたい。市の事
業を見ながら対応する。近日中に来館する
予定なので、その際相談に乗ってほしい。

委託職員

後日来館された際に、市職員を紹介し、意
見交換を行った。
また、市民協働推進課（協働係）を案内
し、マッチングファンドや協働のテーブル
等の説明をするとともに、引き続き、相談
等に乗ることになった。

28-5

以前から優先スペースを利用していた定年
を迎えた方が、勉強をして不動産や財産管
H28.4.11 委託職員
理の資格を取られたので、それを市民活動
に生かしたいとのことで相談があった。

まったく財産管理に縁がなかった人の相談
相手となり、またその先のプロとのパイプ
役になりたいということで、相談を受け
た。仮にたとえば「財産管理倶楽部」とい
う名前でラウンジを利用しながら相談（基
本は無償）を受けつけたり、チラシを作っ
て広報したりしてはどうかと話をした。

28-6

以前から、市民活動優先スペースを利用し
ていた方が、久しぶりに来館される。今
H28.4.14 委託職員
は、働く準備をハローワークの方でやって
いるとのことであった。

「お父さんとお母さんも年をとってきたの
で、安心させてやりたい。また市民活動優
先スペースで勉強がしたい。」とのことで
あった。
疲れない程度でご利用くださいとお話しし
た。

1/2

No.

28-7

対応
年月日

対応者

相談等内容

対応内容

さいたま市の市民文芸会の申し込み用紙は
H28.4.14 委託職員
ないか。

センターには、チラシがなかったが、市職
員が確認したところ、公民館や図書館にお
いてあるとのことであっため、その旨を伝
えた。

28-8

H28.4.23 委託職員

障害者差別解消法の施行に対し、サポセン
でも取り上げて欲しい。

5月5日に、市の障害福祉課も含めて、大宮
駅前でチラシ配りをやることを案内した。
少しでもお手伝いしたいという気持ちはあ
るが、センターとしては、すぐに事業化す
るのは難しいと回答した。

28-9

多目的展示コーナーで、絵手紙の連合会の
ような形で毎年展示されていたところを紹
介してほしい。
H28.4.26 委託職員 自分も絵手紙を教えており、自治会館を使
わせてもらっているが展示ができない。
その絵手紙の連合会があれば仲間に入れて
いただいて展示したい。

紹介依頼があった会は、１人の先生を中心
に集まっているグループなので、ここに入
るのは難しいこと、また、他にもボラン
ティアで病院の患者さんに絵手紙を教えて
展示をさせてもらう団体もある旨を回答し
た。

浦和コミュニティセンターの第15集会室に
委託職員 の場所を窓口に聞きに来られる方が多い。
看板が分かりにくいとのことである。

現状としては、「第15集会室⇒」の吊看板
を、確認できるところまでご案内してい
る。
※補足：エレベーター前の看板が多すぎる
と、何を見ればよいか分かりにくいのでは
ないかとの意見あり。

針仕事が可能なテーブルについての問合せ
があった。

北ラウンジの市民活動優先スペースのみ可
能であると回答した。

埼玉に仮住まいをしている福島県の被災者
を支援している方が久しぶりに来館され
28-12 H28.4.29 委託職員
る。今はフリーになって、色々なボラン
ティアをしている。

来週は、沖縄の辺野古基地に行くが、帰っ
てきたらまたお会いしたい、また、一緒に
ボランティアをやりたいなど、お話をし
た。

浦和コルソで、法律相談があるので、浦和
駅北口の通用通路の危険性を訴えてもよい
のか。障害者差別解消法の法律に違反して
28-13 H28.4.29 委託職員 いると思う。浦和駅の書店に電話したら、
「うちの方で、車いすを押すので申し出て
ください。」と言われたが、本も買わない
のに頼みづらい。

専門家から見た、障害差別解消法の解釈も
聞けると思うので、法律相談は受けてみる
とよい旨をお話する。
浦和駅の書店に関しては、とりあえず世話
になってもよいと思うとお答えした。

前年度まで、ボランティア募集のコーナー
があり、そこに、お化粧をするボランティ
アの募集があったのだが、参考にしたいの
委託職員
28-14 H28.4.29
で、資料はあるか。
市職員
自分は、ファッションショーまでやってお
年寄りに喜んでもらっている。その時のお
化粧のやり方を勉強もしたい。

できるだけ早くボランティア募集コーナー
を再開したいと思う旨、また、その際には
連絡する旨を伝えた。
また、ファッションショーは、福祉施設に
出前もできると思うので、その際は、得意
技出前コーナーにも登録してほしい旨を伝
える。

28-10

−

28-11 H28.4.28 委託職員
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主な窓口対応等［平成28年５月分］
□平成28年５月分［10件］
No.

対応
年月日

対応者

相談等内容

対応内容

シェアハウスに住む青年が、当該ハウスの
紹介で市民活動に関わりたいので紹介して
ほしいという希望で来館された。
前にも対応したことがあったが、しばらく
連絡がなかったのは、海外青年協力隊に応
28-15 H28.5.10 委託職員
募していて、その準備で忙しかったためと
のことであった。
やはり、国際関係の仕事（企業、NGO問わ
ず）をしたいという本人の希望が確認でき
た。

28-16 H28.5.10

委託職員 ボランティアをやりたいという高校生が、
市職員 母親と一緒に来館された。

センターとしては、そのような団体を紹介
できる状況ではないので、個人的に紹介で
きるところとして、２つ程の団体が職員を
募集している可能性があること、また、前
指定管理者職員で、コミュニティ関係の仕
事をしている者がいるので、紹介できる旨
を回答した。
また、東京しごとセンターが、若い人対象
のキャリア相談をしているので行ってみる
ことを勧めた。

現在、ボランティア募集の情報発信は行っ
ていないが、毎年、学生対象に、夏休みの
ボランティア募集の冊子が出ることを案内
した。
また、市職員より、社会福祉協議会からの
昨年の資料を紹介した。
高校生の住居近くの南区社会福祉協議会の
連絡場所を教え、6月末にはボランティア募
集の冊子が出るようなので訪ねてもらうよ
うにお話した。

娘夫婦が空き地を生かして貸し農園をやっ
ている。会費は、会員制で3,500円/月とっ
ている。水や農機具は自由に使える。機会
があるごとに、食事会をやったりしている
28-17 H28.5.16 委託職員 が、それは持ち出しになっている。
自分は、その場所で、娘とは別で非営利で
健康を広げる活動をやりたい。若い仲間や
講師などは知り合いがいる。今後どのよう
に進めていったらよいのか。

初めは、補助金を得る方法だと思い、市職
員に相談したところ、市の農業政策課所管
の補助金に関する情報を探してくれたの
で、それを伝えた。
さらに、お話を伺ったところ、今ある人脈
をどう生かしたらよいのか、地域とどのよ
うにつながったらよいのかなどの課題があ
りそうであったので、まずは、団体のよう
なものを仲間と作って、地域や同じような
活動をしている団体とつなげていくため
に、チラシ等を作っていくのがよいのでは
ないかというお話をした。
仲間募集でもいいし、始めるにあたっての
イベントをやっても面白いと思い、セン
ターがサポートできることをお話しした。

今年度から窓口運営がよくなったというご
意見をいただいた。

職員の対応が親切になったと喜んでくれて
いるようであった。

西区にお住いの市民の方より、電話にて、
配置されているチラシの内容が、野党を誹
謗中傷するような、与党側に偏った内容で
委託職員
28-19 H28.5.25
あり、市の公共施設に配置され、閲覧・配
市職員
布されるものとしては、公共性に欠けるの
で、内容を精査の上、設置の可否を検討し
てほしいとのお話があった。

委託職員にてお話を聞いたのち、市職員に
話の内容を伝え、引き継いだ。
↓
チラシを完全に特定ができなかったことか
ら、さいたま市市民活動及び協働の推進条
例第２条に規定する市民活動の定義等を説
明した。

28-18 H28.5.17 委託職員

1/3

No.

対応
年月日

対応者

相談等内容

対応内容

NPOで医療相談会の活動をされている方よ
り、もう20年以上も活動をしているが、現
在、北関東や東京で活動している方たちと
も、この場所で集まることができるので、
便利に利用させてもらい、とても助かって
28-20 H28.5.27 委託職員 いる、また、開館時間も（長く）ありがた
いとのお話があった。
おかげで、今では、健康診断などで、病院
へ連れていく連絡をいれると、先方も、す
ぐ分かってくれるようになったとのお話で
あった。

利用者からの貴重なご意見としていただい
た。

女性の方より、大家をやっている建物に
入っているクリーニング屋さんとのトラブ
ル。建物１階に入っているクリーニング屋
さんのパート職員の方より、「クリーニン
グ屋の看板を設置できないか。」との話が
あり、「簡単なものであれば（良い）。」
的な発言をしたところ、地面に固定するよ
委託職員 うな看板を設置されてしまった。当該建物
28-21 H28.5.27
市職員 の管理組合より相談があり、クリーニング
屋さんに話をしたところ、当該クリーニン
グ屋のオーナー会社より、撤去費用を弁償
請求する内容証明郵便がいきなり送られて
きた。オーナー会社や店長に正式に承諾し
たわけでも、契約を結んだわけでもないの
に、このような対応を急に取られてびっく
りしている。

センターが、市民活動支援のための施設で
あることを説明し、当センターとしては直
接的に相談に乗れない旨の話をした上で、
ある程度、窓口に来られた方の話を傾聴す
る。
民民の話ではあるが、消費相談でないた
め、浦和消費生活センターは紹介せず、当
センターの法律相談を案内する。お金の請
求がある点や対応方法の点などで、法律の
専門家である弁護士の先生の話を聞くのが
ベストである旨を説明する。
6/2の法律相談で、相談をしてみるとのこと
でお帰りになる。

来館された方がラウンジの予約をしたとこ
ろ、電話予約の方がタッチの差で（同じ時
間、同じテーブル）決まり、予約できない
旨をお話したところ、「９時前に来て、朝
委託職員
一番にお願いしているのになぜ！？」とご
28-22 H28.5.29
市職員
意見があった。「記入式なので、タッチの
差で」と申し上げても「それはそちらが調
整する仕事でしょ」と言われてしまった
た。

９時前より来館し、開館を待っていたこと
から、それでも予約できないのならば、ど
うすればよいのかというようなことで、ご
立腹されていた。
電話予約された団体の方とお話したとこ
ろ、そのテーブルでなくても大丈夫とのこ
とであったことから、両団体の予約が可能
となった。
委託業者において、開館直後の予約対応に
ついて、改めて共通認識を持つとともに、
窓口でのトラブルにならないよう努めるこ
ととした。

「中央ラウンジで、医学の勉強をしていた
委託職員
娘が追い出された。」と、そのお母様が来
市職員
館された。

委託職員にてお話を聞いたのち、市職員に
話の内容を伝え、引き継いだ。
↓
センターが、市民活動支援のための施設で
あることを説明するとともに、北ラウンジ
の市民活動優先スペースのご案内をした。

28-23 H28.5.29

2/3

No.

対応
年月日

対応者

相談等内容

対応内容

ボランティアをやりたいという女性が窓口
に来館され、「チラシラック等を見たが、
28-24 H28.5.30 委託職員
ボランティアの情報がなかった」とのこと
であった。

3/3

センターのボランティア募集コーナーは、
現在準備中なので、6月に発行予定の社会福
祉協議会のボランティア情報を見ていただ
くようにお勧めした。
なぜ、ボランティアに興味を持ったかを聞
いてみると、従妹が発達障害で、その子の
対応をしているうちに興味を持ったとのこ
とであった。
１人でボランティアをやるのもよいが、若
い仲間が集う場所に参加して、情報を得る
のも楽しい旨をお話し、センターが昨年度
発行した「まちの居場所」を見せたとこ
ろ、大変興味を持たれていた。
また、新しくオープンした場所を案内し
た。

主な窓口対応等［平成28年６月分］
□平成28年６月分［10件］
No.

28-25

対応
年月日

H28.6.1

対応者

市職員

相談等内容

対応内容

団体のチラシを、センターのチラシラック
に配架してもらっているが、もっと周知を
広めて新たな会員を集めたいと考えてい
る。
そこで、さいたま市の市報（＝市報さいた
ま）に、会員募集の記事を掲載することは
できないか。

28-26 H28.6.2

印刷予約で来館された方より、高速カラー
プリンタの用紙の販売をお願いしたい旨の
ご意見があった。
委託職員
以前と比較してサービス低下が目立ってい
る。改善して頂きたいとのご意見であっ
た。

28-27 H28.6.2

委託職員

28-28 H28.6.2

障害者の電動車いすのサッカー大会が今年9
月に催されるようで、実行委員会でボラン
委託職員
ティアを募集したいという方がチラシを持
参された。

聴覚障害のある方が研修会場を間違えて来
館された。

1/2

さいたま市の市報「市報さいたま」は、全
市版（広報課所管）と区版（各区役所コ
ミュニティ課所管）に分かれている。
全市版・区版ともに、市との共催や市の後
援があるようなイベント等は、当該共催や
後援をしている市の部署を通しての掲載は
可能であるが、紙面の都合もあり、個別の
団体からの記事掲載は、難しい旨を説明す
る（広報課・浦和区コミュニティ課確認
済）。
代替手段として、「①浦和区市民活動ネッ
トワークに登録すると、市ホームページの
区役所ページに情報が掲載してもらえるこ
と。また、当該ネットワークの活動を通じ
て情報発信が可能であること。」、「②武
蔵浦和コミュニティセンターでも活動をさ
れていることから、当該コミュニティセン
ターへのチラシの配架してみること。」を
提案する。
効果的な情報発信として、例えば、浦和区
の区民まつりなどに、浦和区市民活動ネッ
トワークとして参加し、その際に団体のチ
ラシを配布して、直接声をかけるなどの方
法が地道ではあるが、効果的であるという
趣旨の話をする（これについては、窓口に
来られていた方も同意されていた。）。
浦和区市民活動ネットワークへの登録につ
いては、所管である浦和区役所コミュニ
ティ課に相談してみるとのことで、お帰り
になられた。
なお、さいたま市市民活動サポートセン
ターホームページ「さポット」のウェブ会
員登録については、今後、市職員より改め
て連絡する予定である。

利用者からの貴重なご意見としていただい
た。
※補足：7/7大判プリンタ、高速カラープリ
ンタ及びパソコン設置（利用再開）並びに
高速カラープリンタ用用紙提供再開

当該研修を行っている団体のファイル内の
資料にて日程・会場を確認しお伝えした。

中々つながりがなかったので、ボランティ
アのあてがなかったが、丁度、そのあたり
に詳しい方が来られたので、ご紹介したと
ころ、障害者自立センターの関係者と話が
つながり、そちらにもチラシを置いてもら
えるように電話連絡をした。

No.

対応
年月日

対応者

相談等内容

対応内容

28-29 H28.6.2

さいたま国際マラソンのボランティア募集
委託職員 について、昨年もボランティアされた方か
ら問合せがあった。

さいたま国際マラソンの出場者募集のチラ
シはあるが、ボランティア募集のチラシは
なく、市報にも載っていなかった。
最終的に、明日、利用者自ら、直接市役所
に行って聞いてみることとなった。

28-30 H28.6.2

とあるNPO法人のパンフレットを見て来館さ
れた方より、「この団体の事務所はどこで
すか。」との質問があった。
委託職員
センターにはない旨を伝えたところ、パン
フレットに、サポセンのメールボックスの
番号が記載されていた。

この住所は、メールボックスのものである
と説明したところ、事務所が書いてあるか
ら信用できるかと思い来てみたとのことで
あった。弁護士事務所のように事務所を構
えてはいないことを伝えたところ、事務所
を構えていないようだと信用できないとお
話されお帰りになられた。

新潟のマンションを管理する埼玉近辺の
委託職員 オーナーの話し合いをしたいが、ラウンジ
の予約はできるかという問合せがあった。

センターは、市民活動のための施設である
ことをお話した上で、主な活動拠点がさい
たま市であれば、団体登録も可能である旨
を説明するとともに、その管理組合の規約
等があれば、その内容を見て相談に乗る旨
を説明した。
団体登録をする場合の連絡先は、さいたま
市の方となるとのことである。

以前も来館された映像の技術を、市民活動
につなげたい団体の方が、代表者と一緒に
３人で来所された。
H28.6.9 委託職員
前回は、市民協働推進課の方も紹介した
が、団体の年間計画を具体化していきたい
ということで、改めて相談に来られた。

市民協働推進課との連携もすぐにできるも
のがなかったことから、とある団体の記録
撮影を勧めたところ、その団体からは、以
前に依頼があったが、その時はまだ実力が
伴わなかったので辞退したとのことであ
り、今回はやってみたいとのことであった
ので、団体の詳細をお伝えした。

岩槻区の団体の方より、以前、センターか
ら定期的に送られてきた情報誌が来なく
なったが、もう発行されないのか。岩槻か
28-33 H28.6.14 委託職員
らは遠いのでここまで来るのは不便だ、印
刷作業室の折り機と裁断機が使いすぎで調
子が悪かったというお話があった。

市直営となり、情報誌は発行していない旨
を説明した。
印刷作業室の印刷機器等は、４月より、新
しい機器になっているので、今は調子がよ
いはずであると説明した。

南ラウンジのＢテーブルを予約の上、利用
していた団体の方より、たまたまお昼時に
空いた隣のＡラウンジに入ってきた団体
が、食事をし、大声で話し始めたとのお話
があった。
委託職員
登録団体であれば、ある程度ラウンジの利
用マナーも心得ているが、そうでない方々
も多いので、できれば予約可能なスペース
と予約しないで使用できるスペースを分け
たらどうかとのご意見をいただいた。

利用者からの貴重なご意見としていただい
た。
今後は、お声掛けによるマナーの周知徹底
を行うこととする。

28-31 H28.6.2

28-32

28-34

H28.6.20
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主な窓口対応等［平成28年７月分］
□平成28年７月分［16件］
No.

28-35

28-36

対応
年月日

H28.7.3

H28.7.8

28-37 H28.7.9

28-38 H28.7.13

対応者

相談等内容

対応内容

高速カラープリンタを早く利用再開してほ
しいと、以前より要望を出されていた団体
の方がお見えになられる。
７月の中旬に利用したいのだが、利用再開
の目途はどうなっているかという質問が
あった。

7/7より、利用再開することとなった旨を伝
えるとともに、利用再開まで長い時間がか
かってしまったことを改めて謝罪した。以
前は、窓口等でかなりご立腹されていらっ
しゃったが、利用再開可能となったことか
ら、本日は、大変喜ばれお帰りになられ
た。

市職員

とある団体の方が来訪され、製本機の使用
についての相談があった。70枚程度の用紙
（Ａ４）を製本機を使用して綴じたい、製
本カバーも購入したいとのことであった。
また、作成者自身が個別にバラバラの時間
で製本することはできるかとのことであっ
た。

製本カバーは、多量の在庫を持っておくこ
とが難しいので、必要な数量が分かった
ら、あらかじめ連絡してもらうこと、ま
た、全員が個別で製本に来るのは、他の利
用者さんの利用状況などもあるので、全員
一緒が無理であれば、いくつかのグループ
で来てほしい旨のお願いをし、了承をいた
だいた。
※補足：後日来訪され、一冊試し製本を
行った。また、必要な部数を確認し、発注
をかけた。

市職員

音楽関係の活動をしており、演奏会や演奏
家の指導などを行っている団体の代表者よ
り電話がある。
代表者個人の通帳で、活動費等を管理して
いるが、団体の会計を考えた場合、このま
までよいのかといった疑問を持ち、現在、
法人化（例としては、一般社団法人をあげ
られていた）も考えているとの相談であっ
た。

法人の種類や特徴を簡単に説明したとこ
ろ、NPO法人について、事務手続きも含め
て、もう少し教えてほしいとのことであっ
たため、NPO法人認証事務等の所管である協
働係を案内する。その日は、担当が不在で
あったため、後日連絡を取り合い、説明を
行った。
※補足：会計に関する相談であったことか
ら、センター主催の会計相談も併せて案内
すべきであった。以後の事務に繋げていく
こととする。

市職員

高速カラープリンタにて、葉書の印刷を行
おうとしたが、葉書に傷がついてしまう。
委託業者職員にて、厚みの設定を変えてみ
たが、症状の改善が見られなかった。
※委託業者職員より引き継ぎ。

厚さ設定ではなく、用紙ボックスのところ
にあるつまみ（２種類）を調節して対応す
る。
当該つまみは、角度と圧を調節できること
から、角度を少し緩やかにするとともに、
圧を弱めにしたところ、傷なく印刷でき
た。

とある団体の方より、イベント会場に貼る
大判印刷の相談があった。

講演会の式次第はＡ４をＡ０に拡大印刷、
横断幕はwordのカスタムサイズで5,400mmで
作成されていた。
原稿寸法を入力する縦横比が難しかった
が、うまく印刷ができた。
金額は890円ｘ13＝11,570円であり、来週も
別件で、大判印刷をするために来館すると
のことであった。

市職員

28-39 H28.7.14 委託職員
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No.

対応
年月日

28-40 H28.7.16

対応者

市職員

相談等内容

対応内容

コピー機で、ラベル賞状の印刷を行いたい
団体の方が来訪され、印刷を行ったが、賞
状の枠内に入れ込むことが難しいので、手
伝ってほしい旨の依頼があった。
※委託職員より引き継ぎ

団体の方にも都度確認をいただきながら、
印刷のサポートを行った。

パソコンが壊れUSBに取り込めなかったポス
ターを、コピー機からスキャンしてデー
28-41 H28.7.17 委託職員 ターをパソコンに保存し、大判印刷でＡ０
版のポスターを印刷するサポート依頼が
あった。

コピー機にてスキャンを行い、Ａ４の原稿
をスキャンし、パソコンに送信、大判印刷
も問題なく、Ａ０に拡大印刷ができた。
利用者には大変喜んでもらえた。

労働基準局からきた、マイナンバーに関す
28-42 H28.7.18 委託職員 る書類をもってこられた方より、書類の書
き方が分からないという質問があった。

センターは、市民活動のための施設である
ことから、マイナンバーの書類の書き方は
説明できない旨を丁寧に説明し、市職員に
話の内容を伝え、引き継いだ。
↓
書類より、担当の連絡先を確認の上、後日
電話にて、その担当に直接教えてもらうよ
うお話した。

28-43 H28.7.21

28-44 H28.7.22

28-45

H28.7.24

委託職員 起業相談をやっている所はあるかとの問合
市職員 せがあった。

市職員

委託職員

市職員ともに、市報さいたま７月号掲載の
「創業相談会」を案内した。
毎月行われていることを伝えるとともに、
市報７月号には、７月までの予定までしか
掲載がなかったことから、8月以降の開催日
を調べて、お伝えした。

コピー機で賞状印刷を行おうとしたが、き
れいに印刷できない。

コピー機は、レーザープリンタであるが、
インクジェット用の用紙を持って来ていた
ため、きれいに印刷ができなかった。
そこで、高速カラープリンタでの印刷を提
案したところ、ご了承をいただいた。
原稿が紙原稿であったことから、一度コ
ピー機（複合機）にてスキャンをし、デー
タ化し、高速カラープリンタで印刷したと
ころ、きれいに印刷することができた。
※補足：高速カラープリンタは、データの
み印刷が可能であるため。

ラウンジを使いたいが、どうすればよい
か。

ラウンジはフリースペースとなっており、
市民活動であれば、空いているテーブルを
使用可能であること、また、事前に予約を
したい場合は、団体登録をしていない場
合、規約等が必要になること、その場合、
１週間前より予約がかのうであることを説
明した。
規約等の作り方が分からないということ
で、団体の活動目的や活動内容など、代表
的な要件を説明した。
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No.

28-46

28-47

28-48

28-49

28-50

対応
年月日

対応者

相談等内容

対応内容

H28.7.25

とある団体の方より、大宮区と岩槻区の町
の中の観光案内のボランティアをしていた
委託職員
だける団体を紹介してほしいという相談が
あった。

窓口にある資料を見せたところ、それにつ
いては、すでに連絡をとられていて、浦和
区の観光案内をお願いされているとのこと
であった。
大宮区の観光案内団体、また、岩槻区の観
光案内団体として、それぞれ団体を紹介
し、主な活動内容も可能なかぎり説明し
た。
早速、両団体と連絡をとってみるとおっ
しゃってお帰りになられた。

H28.7.26

よく利用されている方より、相模原市の福
祉施設の事件をニュースで見て、自分も障
委託職員
害者の一人として大変ショックを受けたと
の電話があった。

お話を傾聴しつつ、様々な情報共有を図り
ながら、10分ほどお話をした。
また、センターに寄っていただくようにお
話した。

別所沼公園の水質改善に関する活動を行っ
ている、とある団体の方が来訪される。
水質検査を安価で行ってくれるような団体
等があれば教えてほしいとの相談であっ
た。

登録団体を調べたが、相談者の希望に合致
するような団体はなかったが、実質的に
は、別所沼公園の水質に関するデータがほ
しいとの話であった。
そこで、以前、市の産業展開推進課の補助
事業として、企業が行った水質改善技術の
実証実験を行っていたことから、当該課に
連絡してみたところ、相談に対応できるか
もしれないので、直接電話してほしい旨の
回答があったので、所管課の連絡先電話番
号及び担当者を伝える。
相談者より、「連絡してみます」とのこと
で、謝辞をいただき、お帰りになられた。

H28.7.27

市職員

H28.7.29

パソコンの利用者さんより、「インター
委託職員 ネットを見ていますが、見ているページを
市職員 印刷することは可能ですか。」との質問が
あった。

パソコン・コーナーのパソコンからは直接
印刷できないため、USB又はCDを用意してい
ただければ、それに保存して、印刷作業室
で印刷することはできることを説明した。

H28.7.30

環境保護関係の活動をしている団体の代表
者が来訪される。
現在、活動の幅が広がっていることもあ
り、団体の法人化を検討しているとの相談
があった。

活動内容を一通り聴いたところ、法人化し
たほうが、お金の部分も含めて、適切な団
体運営ができるのではないかと考え、相談
に訪れたとのことであった。法人の種類や
特徴を簡単に説明したのち、NPO法人認証事
務等の所管である協働係を案内する。

市職員
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主な窓口対応等［平成28年８月分］
□平成28年８月分［17件］
No.

対応
年月日

対応者

相談等内容

対応内容

28-51

定期的に来館される方より、センターで障
害者の差別に対するセミナーをやってほし
H28.8.3 委託職員 い旨のご意見があった。
先日の相模原市の福祉施設の事件のショッ
クがおさまっていない様子であった。

障害者の差別をなくす活動は、まさしく市
民活動なので、ご自身の意思に従って活動
していただきたいと思うが、センターは、
それを支援する組織なので、活動場所や機
材の提供等はできる。
その内、センターの事業のテーマとして障
害者を取り上げる可能性はある旨を説明し
た。
また、事件については、今ご自身ができる
ことをみんなで共有できるようにしていく
ことが大事であるとお話した。

28-52

センターの各種イベント等によく参加され
ている団体の方が来訪され、「今年は、夏
の交流イベントがなくて、とても残念だっ
た。冬のクリスマスの飾りつけもないの
か。」という質問があった。

交流イベントができなかったことを謝った
上で、まだ、公表できるお話はないが、今
後、少しずつイベント等もやっていきたい
旨のお話をする。「飾りつけをやるのであ
れば、市だからとか、指定管理者だとか言
わず、やるからよろしくね。」とおっ
しゃって、お帰りになる。

高速カラープリンタにて、葉書の印刷を行
おうとしたが、エラーメッセージが出て印
刷できない。
どうすれば、印刷できるか教えてほしいと
の相談があった。
※委託業者より引き継ぐ。

原稿設定、用紙設定ともに問題はなく、エ
ラーメッセージの内容からも、原因は分か
らなかったが、試し刷り（１枚のみ）は上
手くいっていたので、用紙ボックスに置く
葉書の量を減らして対応する。
100枚程度では、やはり印刷はできなかった
が、もう少し減らしてみたところ、印刷が
可能となった。
多少厚みのある紙を多量に置いていたこと
もあり、用紙ボックスのところのセンサー
機能が上手く働かなったものと判断され
る。
その後は、上手く印刷でき、喜んで帰られ
た。

H28.8.2

28-53 H28.8.4

市職員

市職員

団体の登録変更に来られた団体の担当者の
方より、当該変更届の控えが欲しいとのこ
28-54 H28.8.10 委託職員 ご意見があった。
担当者が変わるときなど、引継ぎに必要で
あるためとのことであった。

利用者からの貴重なご意見としていただい
た。

写真を大判印刷したい。
28-55 H28.8.11 委託職員 印刷設定がわからないので、試し印刷をし
たらA4版で出てしまった。

用紙サイズをできるだけ大きく出したいと
いう希望であったので、大きい数字で出し
たところ、914mmの印刷幅でほぼ印刷できた
ので、このやり方がよいということになっ
た。
イラストレーターのソフトにコピーして、
印刷を行った。

1/4

No.

対応
年月日

対応者

相談等内容

対応内容

原稿はExcelでできていて、印刷設定がA4版
Escelの画面上で、小さい余白の方にセルを
になっている。
28-56 H28.8.11 委託職員
挿入し、幅を調節した結果、印刷が上手く
それをA1に拡大するが、原稿が左に寄りす
できた。
ぎているので、直すことはできないか。

とある方より、78歳の友人が、ボランティ
アをやりたいとうことで、センターを紹介
28-57 H28.8.14 委託職員 したのことであった。
まだ、来館されていないようであったの
で、連絡してみるとのことであった。

その後、友人の方より連絡があった。
元々、老人福祉施設にボランティアで行か
れていたが、ボランティアの限界を感じ、
ヘルパー２級を取得したが、職員ではない
ため、直接的な介護ができず、他に自分に
できることはないかを探しているとのこと
であった。
センターは、福祉系のボランティアの情報
が少ないため、地域包括支援センターや社
会福祉協議会を勧めるとともに、今後も引
き続き情報交換することを約束した。

北ラウンジの市民活動優先スペースについ
て、荷物をおいたまま、長時間席を離れて
いる人のせいで、席を利用できなかった学
生さんより、クレームがあった。
委託職員
「（市民活動）優先スペースご利用のみな
28-58 H28.8.15
市職員
さんへ」というお手紙に、「長時間の離席
は、総合案内で、荷物をお預かりすること
があります。」という文言があるが、それ
を反故にするのかとのご意見であった。

センターが、市民活動を支援する施設であ
ることや市民活動優先スペースのルール等
の説明をした。
一人ひとりの離席時間を細かく管理するの
は難しいことや利用状況を見て判断するこ
と等を丁寧に説明した。

とある団体の方が来訪され、多目的展示
コーナーの利用申請があった。
委託職員 当初利用希望予定であった期間の内、市の
市職員 スポーツ振興課が利用する日が１日含まれ
ていたため、利用期間について、話し合っ
た。

訪問者が多くなるよう、土・日曜日などの
休日が入っている期間がよいとのことで
あった。
当初希望されていた期間とは別の時期に、
比較的長い期間利用予定が入っていない時
期があったことから、せっかく展示するの
であれば、ある程度長い期間がよいのでは
ないかということで、その期間を新たに提
案した。
その結果、一度持ち帰って、改めて利用申
請に来訪することとなった。
※補足：後日、来訪され、その期間に利用
することとなり、利用申請を行っていかれ
た。

28-59

H28.8.16
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No.

28-60

28-61

28-62

28-63

対応
年月日

対応者

相談等内容

対応内容

H28.8.17

パソコンの利用者より、「パソコンメンテ
ナンスのお知らせ」はいつごろから張り出
委託職員
してあったのか、どうして利用時間内にメ
市職員
ンテナンスをするのかというご質問があっ
た。

市職員に話の内容を伝え、引き継いだ。
↓
お知らせの張り出し開始日をお伝えすると
ともに、今回のメンテナンス（ウィルス対
策等）は緊急であったため、周知期間も短
く、また、業者の対応可能な時間がかぎら
れていたため、利用時間内になったことを
説明し、納得していただいた。
※補足：ラウンジや印刷作業室など、各設
備等が利用できなくなる場合には、可能な
かぎり、早めに周知できるように努める。

H28.8.17

パソコンの利用者より、「「パソコンメン
テナンスのお知らせ」はいつごろから張り
委託職員
出していたのか？」というご質問があっ
た。

お知らせの張り出し開始日をお伝えしたと
ころ、できれば、早目に周知してほしいと
のことであった。

とある学校法人より、絵画教室をやるの
で、チラシを設置してほしい旨の依頼があ
りた。
市職員とともに、チラシの内容を確認した
委託職員 ところ、一般的な法人活動（営利）であ
市職員 り、市民活動とは判断できなかったことか
ら、チラシの設置は難しい旨を伝えたとこ
ろ、以前、電話で聞いたときには、設置し
てもらえるとの話であったので、来館した
とのことであった。

電話の対応者及び対応内容は確認できな
かったが、チラシの内容を実際に確認もせ
ず、電話で設置可能であると伝えてしまっ
ていたら、大変申し訳なかったとお話し
た。
当該法人で美術等を教えている先生による
自主的な事業であると仰られていたが、ど
こにも、そのような記載もなく、当該法人
の事業としか判断できないチラシであった
ことから、設置できない旨を説明し、ご理
解いただいた。
なお、今後、美術等を教えている先生達
が、法人の事業とは別に、市民活動とし
て、何か教室等を開くとか、当該法人のＣ
ＳＲ活動として何か実施するなどがあれ
ば、相談に乗る旨をお伝えした。

コピー機で印刷を行おうとしたが、きれい
に印刷できない。

コピー機は、レーザープリンタであるが、
インクジェット用の用紙を持って来ていた
ため、きれいに印刷ができなかった。
そこで、高速カラープリンタでの印刷を提
案したところ、ご了承をいただいた。原稿
が紙原稿であったことから、一度コピー機
（複合機）にてスキャンをし、データ化
し、高速カラープリンタで印刷したとこ
ろ、きれいに印刷することができた。
※補足：以前にも同様の案件あり。

H28.8.18

H28.8.18

市職員
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No.

28-64

28-65

28-66

28-67

対応
年月日

H28.8.20

対応者

相談等内容

対応内容

市職員

多目的展示コーナーを御利用の団体の方よ
り、展示している内容に反対の意見を持っ
ている人が、何らかの妨害（Ex.展示物を荒
らす）をするかもしれないので、自分が
帰った後も、多目的展示コーナーの照明を
つけておいてほしい旨の依頼があった。
また、防犯カメラの位置や防災センターの
警備員についても、話を聞かれていった。
※委託職員より引き継ぎ

多目的展示コーナーの照明については、状
況に応じて、担当者が帰られた後も一部点
灯するなどの対応をした。
防犯カメラについては、撮影範囲など、詳
細については教えられない旨を説明した上
で、一緒に周辺の確認を行った。
※補足：当該団体のみならず、写真や絵画
等を展示している団体も多いことから、状
況に応じて、一部照明をつけておくことも
必要かもしれない。

H28.8.21

子供達の絵のワークショップを行っている
方より、被災地の支援も含めて、形あるも
委託職員
のにしたいと思っているが、どうすればよ
いかという相談があった。

現在、個人で行っている活動を、形あるも
のにするために、NPO法人や合同会社等の設
立という選択肢があることを説明する。
企業とのつながりも深めたい、単にワーク
ショップをやるだけではなく、色々な企画
をたてて、企業に持ち込みたい、という思
いはあるけれども、まだ具体的な事業がな
いとのことであったので、まずは、資金回
収が可能なワークショップ等の講師派遣事
業をやっていきながら、どのような法人
（化）がよいのかを選択するのがよいので
はないかという提案をした。

H28.8.21

映像技術を市民活動として生かしたいの
で、団体やイベントなりを紹介してほしい
と、以前相談のあった団体の方より、とあ
る団体及びそのイベントを紹介してもらっ
委託職員 たが、話し合いを重ねた結果、今回は、残
念ながら、個人でボランティアで映像を撮
り続けている方がいて、その方との役割分
担が難しいということで、コラボは難しい
という報告をいただいた。

今回は貢献できなかったが、他にもイベン
トや面白い団体で映像を生かせるようであ
れば紹介してほしいという希望をいただい
た。
色々なことに興味を持たれている方である
ので、今後、つながる団体が出てくればよ
いと感じた。

利用者の方が持ってきた厚紙（上質紙）を
委託職員 用いて、コピー機を利用したところ、綺麗
にインクがのらなかった。

市職員に確認したところ、コピー機はレー
ザープリンタであるので、インクジェット
用の用紙でコピーすると綺麗に印字されな
いことがるとのこであった。
そこで、高速カラープリンタは、インク
ジェット式なので、そちらで印刷したとこ
ろ、綺麗に印刷ができた。

H28.8.31
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主な窓口対応等［平成28年９月分］
□平成28年９月分［20件］
No.

28-68

対応
年月日

H28.9.2

対応者

市職員

相談等内容

対応内容

さいたま市の市報「市報さいたま」は、全
市版（広報課所管）と区版（各区役所コ
ミュニティ課所管）に分かれている。
全市版・区版ともに、市との共催や市の後
援があるようなイベント等は、当該共催や
後援をしている市の部署を通しての掲載は
可能であるが、紙面の都合もあり、個別の
団体からの記事掲載は、難しい旨を説明す
る。
代替手段として、「①市民活動ネットワー
クへの登録（及び当該ネットワークによる
情報発信」、「②当センター等におけるチ
ラシ・ポスターの配置」、「③さいたま市
市民活動サポートセンターホームページ
現在、NPO法人の認証申請をしている市民活
「さポット」のウェブ会員登録（及び当該
動団体の方より、「今後、イベント等を行
ウェブサイトを通じた情報発信）」等の方
う際の情報発信手段を教えてほしい。」旨
法を説明する。
の相談があった（「『市報さいたま』には
南区在住の方であり、南区での活動が中心
載せられるのか。」という具体的な質問含
であるとのことから、南区役所コミュニ
む。）。
ティ課の連絡先を伝えたところ、「上記①
の相談をしてる。」とのことであった。
上記③については、「いずれまた相談に来
ます。」とのことで、本日は替えられた。
（補足）
「市報さいたま」の区版については、市民
活動ネットワーク同様、各区役所コミュニ
ティ課が所管であるため、当該ネットワー
ク団体の紹介やイベント情報を掲載するこ
ともある。市民活動ネットワークは、区内
の他団体との情報交換等もできることこと
から、積極的に情報提供を行ってよいと考
える。

28-69

28-70

とある団体の方が来館され、当該団体の活
動をPRするカードを置いてほしい旨の依頼
があった。

名刺サイズのカードであること、自殺防止
に関する活動であることも考慮し、通常の
チラシ配置とは別に、総合案内の窓口及び
北ウラウンジの市民活動優先スペースの
テーブルの計４ヶ所に配置した。
※補足：9/12（月）に確認したところ、窓
口のカードはかなり減っている。

ラウンジの予約がいっぱいで予約できない
ことがある、また、せっかく予約をできた
場合でも、長時間空いたままのテーブルが
あったりするのは、どういうことなのか。
H28.9.3 委託職員
もし、ラウンジを予約したが使わなかった
とか、早めに終わったとかがあれば、総合
案内で、告示するなどの表示をした方がよ
いのではないか。

ラウンジの利用予約は把握しているが、当
日の利用申込はないので、予約していた時
間よりも早く終わる、また、遅く始まるな
ど、個々の利用状況までは把握できないた
め、そのような表示は難しい旨を説明す
る。
館内を巡回し、そのような状況を把握した
場合や団体さんが自主的に早く終わった等
の報告があった場合の対応については、今
後業務を実施しながら考えていくことを伝
える。

H28.9.2

市職員
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No.

対応
年月日

対応者

相談等内容

対応内容

28-71

男性の方より、心理カウンセラーの勉強を
H28.9.4 委託職員 したいが、資料はあるかという質問があっ
た。

もう少しお話を聞いてみたところ、自分の
経験も踏まえて、相談に乗れるようになり
たいとのことであった。
心の病を抱えている方には、やはりじっく
りと話を聴いてくれるカウンセラーが必要
だと感じていることから、ボランティアも
行っている心理カウンセラーを紹介した。

28-72

史跡巡りのボランティアガイドの養成講座
H28.9.5 委託職員 を行っている団体のチラシや講座の案内が
あるかとの問合せがあった。

現在配置されているチラシでは、該当する
講座等がなかったことから、社会福祉協議
会をご紹介し、問合せいただくよう案内し
た。

大判プリンタにて、横断幕を作成してい
て、倍率設定をしたのだが、（拡大）印刷
できないので、教えてほしいとの相談が
あった。
※委託業者職員より引き継ぐ。

拡大の倍率は正しかったものの、選択して
いた用紙サイズが、拡大後のサイズよりも
小さかったため、印刷不可となっていた。
選択可能な既定のサイズは、全て、拡大後
のサイズよりも小さかったことから、カス
タム設定にて、拡大後のサイズよりも大き
いサイズを設定し、それを選択したとこ
ろ、希望の横断幕を印刷することができ
た。

28-73

H28.9.6

28-74

以前から空き家対策で相談に来られてい
た、とある団体の方より、電話があった。
センターにて紹介された大家さんと良い関
係ができつつあり、大家さんを巻き込んだ
H28.9.8 委託職員
イベントを企画しつつある旨の報告がある
とともに、企業の参加もあり、収益も上が
ると思うので、今後、NPO法人を立ち上げた
ほうがよいかという相談があった。

28-75

H28.9.9

28-76 H28.9.10

市職員

市職員

市職員

イベントのみで法人化するのは、やや厳し
い面もあること、法人を立ち上げる場合に
は、当該団体のミッションがしっかりして
いること、永続性のある事業であること、
経済的に自立が可能なことなど、アドバイ
スをした。
会員や理事となる方が集まるかという問題
もあるので、今後も引き続き相談していき
ましょうということになった。

今後、キャリアコンサルティングを内容と
した団体を立ち上げ、社会貢献をしたいと
思っているという女性が来訪され、セン
ターの施設や機能などについて教えてほし
い旨の相談があった。

利用のしおりを基に、市民活動の定義、団
体登録の方法、登録団体のみが利用可能な
施設、登録をしていなくても利用可能な施
設などについて、全般的に説明をした。
現在、初期メンバーを集めているところで
あり、規約もできあがっていないことか
ら、今後、改めて相談に通いたいとのこと
でお帰りになられた。

複数の紙原稿を複合機（印刷作業室）でま
とめてスキャンすると、一つのＰＤＦファ
イルにまとまってデータが作成されるが、
その中から一部を取り出したいという相談
があった。

実際に一緒に作業しながら、方法を説明し
た（PDFデータを開くと、右側に「ページを
整理」というタブが出てくる。これをク
リックすると、PDFデータが1ページずつ一
覧表示で現れるので、この中から残したい
ページを選択し、それ以外を削除すること
で、希望のページだけを残すことができ
る。）。
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No.

対応
年月日

対応者

相談等内容

対応内容

いつもは、浦和コミュニティセンターの集
会室を借りて、活動（生活困窮者家庭の教
委託職員 育支援）を行っているが、不手際があり、
28-77 H28.9.14
市職員 予約が取れていなかったことから、この
後、ラウンジを借りることはできないかと
の相談があった。

生徒の人数が多く（10数名）、また、多少
騒がしくなることもあるため、いつもは、
浦和コミュニティセンターの集会室を借り
て、活動をしているとのことであった。
当センターの登録団体でもあり、既に生徒
が集まっているという事情も考慮し、いつ
もよりは声を小さくして、周りの迷惑にな
らないようにお願いし、予約の入っていな
い北ラウンジのテーブルを案内することと
した（念のため、パーテーションも使用し
た。）
。その後は、周りの迷惑となるようなこと
もなく、感謝を述べられ、お帰りになられ
た。

毎回、貸出機材を借りる際、申込書の記入
が、とても時間がかかり、面倒である。
28-78 H28.9.15 委託職員 もっと、簡潔に貸出できる方法にかえてほ
しい。例えば、チェック項目のみとかの書
類にしてほしいというご意見があった。

利用者からの貴重なご意見としていただい
た。

電話にて、明日＝９月16日より、多目的展
示コーナーにて、全日本写真連盟埼玉県女
性支部が行う予定の写真展に、とある写真
家の方が講演等を行う予定があるかが分か
れば教えてほしいとの相談があった（講演
がなくても、来る予定があれば、教えてほ
しいとのこと）。

センターにて、代表者及び担当者の方に連
絡してみたが、両者とも不在であったた
め、代表者の連絡先電話番号（公開情報）
を伝える。
相談者自ら「連絡してみます」とのこと
で、謝辞をいただき、切電された。

さいたまトリエンナーレ2016PRコーナーに
委託職員
28-80 H28.9.15
展示されているチラシがほしいとのお話が
市職員
あった。

チラシは、パンフレットコーナーにあるこ
とをお伝えし、お渡しする。
※補足：今後、さいたまトリエンナーレ
2016関連のチラシは、当該コーナーに設置
することとする。

「ぐるりパネル展」の展示申込をされてい
る、とある団体の方が来訪され、展示物の
委託職員
28-81 H28.9.16
原稿が紙原稿であったため、大判プリンタ
市職員
での印刷ができないことから、印刷サポー
トの依頼があった。

コピー機で、紙原稿をスキャンし、データ
化した上で、大判プリンタにて拡大印刷
（A4⇒A2）を行った。
展示内容のイベントで得た収益を放課後児
童クラブの活動資金にあてており、無料で
できる広報は、非常にありがたいとのこと
であった。今後、クリスマスの展示も行い
たいと思っている旨をお伝えしたところ、
その際は是非参加したいとのことであっ
た。
※補足：当該団体さん以外も含めて、事前
に参加意向があった団体さんには、個別で
お知らせするなどしていきたい。

28-79 H29.9.15

市職員
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No.

対応
年月日

対応者

相談等内容

対応内容

とある団体の方より、ラウンジを利用した
いというお話があった。
28-82 H28.9.17 委託職員 全国的にも活動をしているが、埼玉で集ま
ることが多く、センターを中心に集まっ
て、活動をしたいことのことであった。

さいたま市を活動の中心にするのならば、
「さいたま支部」等を作って、大元の団体
とは別に、団体登録をするのがよいのでは
ないかというお話をした。
ラウンジは事前の予約もできるので、活動
を広げることができることをお話ししたと
ころ、理事会にて検討するとのことでし
た。

元税理士の方で、地域活性化を事業として
やりたいと起業された方が来館され、セン
28-83 H28.9.18 委託職員
ターに団体登録したいという相談があっ
た。

残念ながら、企業としては、団体登録はで
きないが、自企業のＣＳＲ活動等で、セン
ターを利用できる可能性はあることを説明
した。
志を持って東京から転居して来られている
ので、地域とつながっていただき、情報を
得てほしいと思う。
個人的に、地元の商店会やコミュニティカ
フェ、居酒屋さんに詳しい方を紹介した。
行政との協働も視野に入れているようなの
で、その場合は、市民協働推進課（協働
係）に相談することを提案した。

代表者が変更となったため、さポットの基
本情報を変更したいが、やり方が分からな
いので教えてほしいとの相談であった（電
話）。

電話越しにパソコンを操作してもらい、基
本情報の変更方法を説明したところ、無事
に代表者の変更ができた。

窓口に来られた女性より、「福祉の方に行
く方が良いと思うんですが」と断わった上
28-85 H28.9.26 委託職員
で、家のこと、ご家族のこと、病気のこ
と、相続のこと等の相談があった。

お話を傾聴したところ、かなり複雑なお話
であった。
市の助成制度で、リフォームできるものが
あるので、そのようなものが利用できるか
等を、市の所管課に相談してみるよう勧め
た。

とある団体の方より、多目的展示コーナー
を利用する際に、物品の販売を行いたい旨
の相談があった。

物品の販売等に係る申請を行う際に必要な
手続き等を説明した。
今後の多目的展示コーナー利用調整会に参
加する予定であったため、その際に、より
詳細な話を聞くこととなった。
※補足：後日詳細なお話を聞いたところ、
団体としての収支になるわけでなく、個人
での販売・収益になるとのことであったた
め、その内容では難しい旨を説明した。

製本機の利用説明書をコピーしたい旨の相
談があった。

理由は細かく聞かなかったが、おそらく、
団体の他のメンバー等に説明するために、
コピーをしたかったようである。
そこで、利用説明書を一時的に貸与し、印
刷作業室のコピー機にて、コピーをしても
らった（印刷に係る費用は、本人負担で
す。）。

28-84 H28.9.18

28-86 H28.9.27

28-87 H28.9.29

市職員

市職員

市職員
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資料４

※抜粋版

利用者懇談会

利用者懇談会等における意見［利用者懇談会］

資料５−１

□平成28年度第１回利用者懇談会（H28.８.31）
No.

懇-1 その他

懇-2 その他

項目
大別

細目

−

−

意見

市の回答（利用者懇談会時点）

指定管理に戻すスケジュールはどのようなものか。

最短で、２年（度）間である。
その場合、平成29年４月から指定管理者の選定（作業）を
行っていくことになる。
そうすると、今年度（平成28年度）中に、管理基準を策定
し、「さいたま市市民活動サポートセンター条例」を改正す
る必要がある。
改正は、管理基準ができた後になるため、平成28年12月の
市議会で、管理基準を報告し、平成29年２月に条例を改正す
る流れが、最短の進め方となる。

規則等は、全て市議会を通す必要があるのか。

規則は、市長決裁、要綱や要領は、原則、市長決裁や局長
決裁等になる。
ただ、今回の場合は、それらを定めたのち、条例を改正
し、附則を取る必要があるため、市の決裁だけで、進めるこ
とはできない。

備考

懇-3 その他

−

条例で認められないものは、宗教、選挙、政治（主義）と
のことであるが、政治（活動）について、具体的にお話して
ほしい。

政治活動については、政治上の「主義」と「施策」に分け
られる。
施策は、例えば、保育園の問題とか、環境の問題とか、安
全保障に関する活動であり、それは問題ない。
それに対して、主義は、社会主義や共産主義など、それら
の主義に基づく社会をつくろうとか、それに反対するとか、
そのような活動は、市民活動から除外されることになる。

懇-4 その他

−

市議会で、センターを利用する14団体が取り上げられたこ
とがあるが、それらは、施策ということでよろしいのですよ
ね。

お見込みのとおり。
前にも、14団体については、市民活動団体であると回答さ
せていただいている。

懇-5 その他

−

懇-6 その他

運営方法
※運営協議会
※利用者懇談会

利用者懇談会は、意見を聴くという場ですよね。決める場
ではないので、聴いた意見を、運営協議会に上げるという進
め方でお願いする。

−

＊今後の運営方法の参考とする。

運営方法
※運営協議会
※利用者懇談会

本来の利用者懇談会では、管理基準以外のことも話す。
貸出機材の種類を増やしてほしいとか、料金を安くすると
か、そういうものも議論をしてほしい。
また、センターの目標を定めるべきだろう。
これは、管理基準に入れるというよりも、年度、または中
期目標というように指標を示して。
センターをこう育てていくんだというものを定め、運営協
議会で議論していくのがよい。

−

＊今後の運営方法の参考とする。

懇-7 その他

施策か主義かというのは、誰が判断するのか。
自由な活動が侵害されることが心配である。

（センターの利用という点では、）最終的には、市が判断
することになる。
必要に応じて、法律の専門家の判断もあおいでいる。

1/3

利用者懇談会
No.

懇-8 その他

懇-9 その他

項目
大別

細目

−

−

意見

この５ヶ月の直営による管理運営で不都合があったから、
指定管理に戻すということか。

利用者懇談会があって、運営協議会が開催されてという流
れで、年（度）４回、それぞれ開催されるということか。
今日出た意見の内、どれが必要かということを誰が判断す
るのか。
いつ、次の運営協議会が予定されているのか。
その辺がはっきりしていないと、今日の意見も消えてしま
うのではないか。
運営協議会も構成委員が変わっていると思うが、その辺の
意図も教えてほしい。

市の回答（利用者懇談会時点）

備考

そういうことではない。
なお、市としては、指定管理に戻すことを目標としてい
る。
（他の参加者より）
今は、条例が改正され、指定管理が停止しているような状
態である。
条例で、管理基準ができるまでは指定管理を停止するとい
うような附則があるので、市としては、直営で管理運営をや
るしかない。

次回は、利用者懇談会があって、運営協議会を開催すると
いう流れになると思う。
その流れで、秋ぐらいになると思っている。
構成委員は、これまで（平成27年度まで）は１８名であっ
たが、現在は市直営であるため、指定管理者の１名をはずし
て、17名を上限としている。
内訳としては、有識者が３名、自治会関係が１名、市職員
が１名で、それらは、おおよそ今までどおりである。
変わったところとしては、市民活動団体の代表者等と市民
公募の割合である。
市民活動サポートセンターは全市的な施設であり、ここに
しかないものということもあり、各区の代表者に集まってい
ただき、10区の情報共有や連携を図っていきたいという思い
があった。
そこで、各区に市民活動ネットワークというものがあるの
で、そこにお願いして、各区１団体ずつお願いをした。
それらが全て決まって、15名となったことから、市民公募
は２名となった。

懇-10 その他

運営方法
※運営協議会
※利用者懇談会

今日、利用者懇談会があり、たくさんの意見が出た。
これらの意見を運営協議会に上げずに、また利用者懇談会
を開くということか。
まずは、運営協議会にフィードバックしてもらい、その
後、次（の利用者懇談会）ではないのか。

運営協議会をもう一度開催してから、利用者懇談会、そし
て、また運営協議会と進めていくのが理想だとは思うが、今
日の段階ではまだ分からない。

＊今後の運営方法の参考とする。

懇-11 その他

運営方法
※運営協議会
※利用者懇談会

年度内にもう３回、運営協議会があると考えてよいか。
とてもタイトなので、先に予定をきめたほうがよいので
は。
是非、きちんとフィードバックをしてほしい。

−

＊今後の運営方法の参考とする。

懇-12 その他

−

運営協議会の委員について。市民公募の委員はどのように
選んだのか教えてほしい。

面接は実施していない。
選考委員に応募書類を採点してもらい、上位から２名を選
んだ。

2/3

利用者懇談会
No.

懇-13 その他

懇-14 その他

項目
大別

細目

意見

市の回答（利用者懇談会時点）

備考

−

運営協議会の方へのお願いとなるが、市の説明では、今後
指定管理者が守るべき基準に関するものと、今（後）の運営
をどうするのかということが混同していると思う。
食事をどうするとかは、とてもよい。市民活動団体的な発
想だと思う。
でも、それを基準という形で縛ってよいのかとなると、別
の話であると思う。
２年後には、利用者も変わっているかも知れない。
市へのお願いとしては、管理基準として、指定管理者が守
るべきものと、今（後）の運営をどうするのかというものを
分けて考え、この先の指定管理者が分かりやすいものにして
ほしい。

−

＊今後の運営方法の参考とする。

運営方法
※運営協議会
※利用者懇談会

市へのお願いになるが、運営協議会委員がどうやって市民
の声を肌に感じたかというと、利用者懇談会ではなくて、窓
口対応で聞いたことをまとめた（運営協議会の）配布資料で
あった。
事務局が、それを運営協議会で読み上げたりしていた。
そういうことを大事にしてほしい。

−

＊今後の運営方法の参考とする。

3/3

見沼区市民活動ネットワーク

利用者懇談会等における意見［市民活動ネットワーク］

資料５−２

□見沼区幹事会（H28.５.18）
No.

項目
大別

細目

意見

市の回答（連絡会等時点）

備考

見-1 その他

市民活動ネットワー
ク

10区の市民活動ネットワークから委員を出すという考え方
は有意義だと思う。

−

（参考）
各区の市民活動ネットワークの登録団体より、運営協議会委
員を選出。

見-2 その他

市民活動ネットワー
ク

各区の市民活動ネットワークが、区を越えて連携する機会
がなく、区のコミュニティ課ではそうした動きはしづらいの
で、本庁部門である市民協働推進課が行う運営協議会に参加
することを通じて、連携する機会となればと考える。

−

（参考）
各区の市民活動ネットワークの登録団体より、運営協議会委
員を選出。

見-3 その他

市民活動ネットワー
ク

各区の市民活動ネットワークメンバーが運営協議会へ出席
し、それを区のネットワークへフィードバックしてもらえれ
ば、お互いに良いことだと思う。

−

（参考）
各区の市民活動ネットワークの登録団体より、運営協議会委
員を選出。

□見沼区連絡会（H28.６.16）
No.

項目
大別

細目

意見

市の回答（連絡会等時点）

情報発信

「さポット」を使わせてもらっているが、あれはそのまま
ですか。

見-5 その他

協働のテーブル

今日の資料にある「協働のテーブル」について、皆さんの
団体が行政と組んで何かやりたいという場合や、何か問題、
課題を解決したいという場合に、市民協働推進課が、市の所
管と一緒に話し合う場を設定してくれるので、積極的に活用
してもらえると良いと思います。

見-6 その他

ー

「さポット」については、色々と使い勝手とか、言いたい
Wi-Fiについては、現在は、市民活動サポートセンター内で
ことが、あるが、それは置いておいて、ラウンジではWi-Fiは
は使えません（未整備である）。
使えないんですか。

見-4 その他

見-7 その他

見-8 その他

ー

ー

「さポット」については、現時点ではそのままです。

−

市のほうで管理基準を定めたら、指定管理者に戻すという
認識でいいんでしょうか。

市議会からは、管理基準がないということを指摘されてい
る。
そのため、まず、各区の市民活動ネットワーク連絡会等や
今後設置予定の運営協議会等で、皆様のご意見をお伺いしな
がら、管理基準の策定を進めていく。
管理基準について、市議会の了解が得られれば、条例で指
定管理に委ねられないとなっているところについて、条例を
改正したうえで、指定管理にする作業を進めていくことにな
る。

市としては、最短でどのくらいで指定管理者に戻す予定で
すか。

最短でも２年はかかってしまう。
管理基準を策定して、議会の了承を得るのに１年かかり、
指定管理者の選定作業で１年かかるので、最短でも、指定管
理者による運営は、平成30年度からになる。
市としては、最短を目標としてやっている。

1/1

備考

大宮区市民活動ネットワーク

利用者懇談会等における意見［市民活動ネットワーク］
□大宮区連絡会（H28.５.23）
No.

項目
大別

細目

意見

市の回答（連絡会等時点）

印刷作業室

高速カラープリンターや大判プリンターはとても便利だっ
たのに、突然無くなってしまっていた。
便利だったので残念である。どういう理由でなくなってし
まったのか。
大判プリンターは印刷屋に出すよりも絶対に安くてよい。

印刷機器等は、これまで指定管理者が契約をしていたの
で、指定管理でなくなり、それらの契約も終了した。
今後も同様の印刷機器を導入する予定である。
ただ、高速カラープリンタと大判プリンタは、契約事務等
の関係で導入が遅れている。
皆様にはご迷惑をおかけして申し訳ない。
利用再開にあたっては、「さポット」等でお知らせする。
「いつごろ入るのか。」など気になることがあれば、いつ
でも連絡をいただきたい。

印刷作業室

高速カラープリンタや大判プリンタを使うためならば、サ
ポセンまで行く。
折り機のためだけであれば、移動時間を考えれば、手作業
でやってしまう。
サポセンのメリットは、印刷後に折り機も使えて、そのま
まテーブルで会議もできるところ。
設備の予約も出来るし、食事できるスペースもあるし、帰
りには買い物もできてとても便利である。
規模は違うけど、シーノには印刷機、裁断機はある。しか
し折り機がない（別の団体より、「５階にあるわよ」との発
言あり）。

−

情報発信

印刷作業室等、それぞれに機能を持った公共施設が各地に
ある。
これらの情報をまとめてほしい。そうすれば、これがした
い時はこの施設、あれがしたい時はあの施設と活動できる。
また、もう一歩進めて、その情報がネット検索ですぐに
引っかかるとよい。口コミサイトのような構成にして、利用
者が育てていくサイト（利用者が情報交換をできる、施設に
これがほしいと要望できる）ができるといい。

−

大-4 その他

−

市民活動ネットワークに登録している団体とは別の団体で
サポセンを利用している（ロッカーも使っている）。
サポセンの体制が変わったということは聞いており、窓口
の雰囲気や顔ぶれが変わったことは見ている。

−

大-5 その他

−

大-1 その他

大-2 その他

大-3 その他

館内のレイアウトも変わったように思う。

利用方法やレイアウト等、大きく変わったところはない。

1/2

備考

（参考）
7/7大判プリンタ、高速カラープリンタ及びパソコン設置（利
用再開）

大宮区市民活動ネットワーク
No.

大-6 その他

大-7 その他

大-8 その他

項目
大別

細目

意見

市の回答（連絡会等時点）

−

災害に関する紙芝居を持っている。紙芝居は企業等でも教
育に使われている。
埼玉県庁のある部署で、見沼田んぼを宣伝しようというも
のがあるようで、当方では竜神の伝説や見沼の蛍についての
情報を持っている。
氷川神社からの依頼を受けて、紙芝居を作成している。
老人ホームを主に回って活動しているが、今後はもっと活
動の幅を広げていきたい。
これまでサポセンの利用はなく、会員は６名だけである。
サポセンは浦和駅東口にある施設か。
今後ともご指導をお願いいたします。

様々な団体があるので、規模に関係なく、是非サポセンを
利用してほしい。
多目的展示コーナーは、可動パネルで区切って活用するこ
ともできるので、活動のＰＲで使っていただければと思う。
また、今後、団体の交流が図れるイベントも開催したいと
考えているので、そちらにも是非参加していただければと思
う。
サポセンは、浦和駅東口の駅前にある、パルコさんが入っ
ている建物の９階にある。

−

市民活動ネットワークに登録している団体とは別の団体で
サポセンを利用している。
駐車料金が高いのでなんとかしてほしいという思いがあ
る。

−

−

近隣の公民館等で活動している。
サポセンにしかない設備は便利であるが、やはり浦和まで
行くのは遠い。
シーノや他の公的施設に同じような機能があると便利であ
る。

−

備考

（参考）
さいたま市営浦和駅東口駐車場

2/2

中央区市民活動ネットワーク

利用者懇談会等における意見［市民活動ネットワーク］
□中央区理事会（H28.５.31）
No.

項目
大別

細目

意見

製本カバーがなくなって困った。
大判印刷もはやく利用できるようになってほしい。

市の回答（連絡会等時点）

現在設置されていない大判プリンタ等の印刷機器は、夏こ
ろまでには、設置できるよう尽力している。

中-1 その他

印刷作業室

中-2 その他

ラウンジ

よく利用している。予約なしにラウンジ等が利用できるの
がよい。

−

中-3 その他

ラウンジ

利用している。
食事しながらミーティングできるスペースがあるのがい
い。喫茶店などでは資料を広げられない。

−

多目的展示コーナー

知り合いで、年に１度、多目的展示コーナーで展示を行っ
ている人がいる。
状況にもよるが、コンサート等もできる。あのようなス
ペースはとても良い。必要である。

−

−

あるボランティア団体で団体登録をしており、10年以上利
用している。駅前で便利な立地だと思う。
昨年度までは各テーブルで会議をしている団体が多くいた
が、市の直営になり、その利用者が減って、学生の勉強ばか
りが目につくようになり、唖然とした。利用者が激減してい
る。
高速カラープリンタなどの話ばかりではなく、もっと基本
的な、ハード面の部分を考えていかないといけないのではな
いか。

市の直営になり、運営内容が変わったのではないかという
ご意見があるが、これまでどおりの運営をしている。また、
来館者はおおよそは変わっていない。
ただ、時間帯や日にちで繁閑具合は変わってくるので、来
館者の少ない時間もセンターを有効活用してもらうために、
工夫する余地はある。
学生が勉強できるスペースについても、市民活動優先ス
ペースとして昨年度までも存在していたものであり、市民活
動団体が利用する際には、活動が優先される。

中-6 その他

−

市の直営になり心配もしたが、あまり変わっていないよう
で安心した。
政治上の問題でいろいろあるのだろうが、そのあたりを解
決さえしてくれれば、他のことは、どうということはない。

−

中-7 その他

−

中央区内でも浦和に行きやすい人はいいが、区役所に近い
人は区役所にきて作業してしまう。
浦和まで行くのが大変な人もいる。

−

中-8 その他

−

サポセンの利用は、全市的に活動している団体の利用がメ
インであろう。

−

中-4 その他

中-5 その他

1/1

備考
（参考）
7/7大判プリンタ、高速カラープリンタ及びパソコン設置（利
用再開）並びに製本カバー提供再開

浦和区市民活動ネットワーク

利用者懇談会等における意見［市民活動ネットワーク］
□浦和区連絡会（H28.６.７）
No.

浦-1 その他

項目
大別

細目

運営方法
※運営協議会
※利用者懇談会

浦-2 その他

運営方法
（印刷作業室・ラウ
ンジの利用予約）

浦-3 その他

利用者懇談会

浦-4 その他

印刷作業室

浦-5 その他

印刷作業室

浦-6 その他

印刷作業室
（印刷作業室・ラウ
ンジの利用予約）

浦-7 その他

印刷作業室・ラウン
ジの利用予約

意見

市の回答（連絡会等時点）

備考

サポセンはよく利用している。
利用者懇談会にも出たことがある。
運営協議会の委員には、遠くに住んでいる人、サポセンを
利用したことがない人を集めても仕方がないので、そのあた
りを考慮してほしい。
利用者懇談会への参加者も少ないので、何とかしてほし
い。

−

＊今後の運営方法の参考とする。

昨年度も、市民活動ネットワーク連絡会でのヒアリングや
アンケートなどがあったと思うが、その結果として、何が問
題として浮かび上がり、それに対してどのように対応してい
るのか。新しくできた利用のしおりに、そのあたりが反映さ
れているのか。

今後につながっていく話であるが、アンケート結果や、窓
口等で伺った意見は情報は把握している。
今後の利用者懇談会などでもご意見をうかがい、管理基準
に加えたり、改善できる点は改善していく。
新しい利用のしおりは、これまでの内容を参考に作成して
いる。
利用上の違いとして、これまでラウンジと印刷作業室の予
約は登録団体のみ可能であったが、登録団体でなくても予約
ができるようになった。
市議会の指摘を受けた点であり、また、法的な問題があっ
た点でもある（登録団体のみ予約可能とする場合は、条例等
に定めなければならない。）。

＊今後の運営方法の参考とする。

第１回の利用者懇談会は、いつを予定しているか。

高速カラープリンタはとても便利だった。現在は使えなく
て不便である。
いつから使えるのか。また、機種は同じものか。

印刷機器の使い方は、教えてもらえるのか。

これまでは、印刷作業室がスムーズに利用できるように、
手厚いサポートがあり、ありがたかった。
予約通りに出来たり、教えてくれる人がいると、利用者と
してはありがたい。

登録団体から、予約がとりにくくなったとか、窓口が混む
ようになったとか、そういう意見はあるか。

未定である。

契約事務等が順調に進めば、７月〜８月ころには設置でき
ると考えているが、入札などの都合があり、はっきりとした
時期は確定しておらず、本日はお伝えできない。
不便をかけて大変申し訳ない。
１日でも早く利用再開できるよう尽力する。
利用再開にあたっては、「さポット」等でお知らせする。
なお印刷機器の機種は、同様のものを設置する予定であ
る。

7/7大判プリンタ、高速カラープリンタ及びパソコン設置（利
用再開）

今後も基本的な使用方法等は説明できるようにし、利用者
のサポートをしていきたい。

−

これまでのところ、特にそのような意見はない。
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（参考）
印刷作業室・ラウンジの利用予約
＊予約可能な団体：市民活動団体
（団体登録の有無は問わない。）
＊利用日の１週間前の日から、窓口及び電話にて予約可能

浦和区市民活動ネットワーク
No.

浦-8 その他

浦-9 その他

浦-10 その他

浦-11 その他

浦-12 その他

項目
大別

細目

意見

市の回答（連絡会等時点）

備考

高速カラープリンタは時間がかかるので、予約がちゃんと
できないと、予定通りに作業ができなくなる。
これまではそれほど予約はなかったと思うが、登録団体以
外が来て、使い方から教わりながらやっていると、すごく時
間がかかってしまう。
予約制度は残してほしい。先に使っている人が長くなると
困る。

高速カラープリンタも大判印刷も、これまで同様、予約は可
能である。
予約状況に応じて、「このあと予約が入っているので、時
間は延長しないように。」というお声がけは行っていく。

（参考）
印刷作業室・ラウンジの利用予約
＊予約可能な団体：市民活動団体
（団体登録の有無は問わない。）
＊利用日の２週間前の日から、窓口及び電話にて予約可能

印刷作業室・ラウン
ジの利用予約

予約は登録団体でなくてもいいということだが、自治会は
市民活動団体に含まれるのか。
利用予約時に見せるのは、自治会の会則や会報でいいの
か。

現在も自治会は利用している。
（登録団体でなければ、）利用予約時に、自治会の規約等
を持参していただく。
なお、（登録をしていない団体に、）会則等を持参いただ
くのは、最初だけであり、市民活動団体であるかということ
を確認するものである。次回以降は、持ってきてもらう必要
はない。
なお、これまで同様、利用予約がなくとも、市民活動のた
めの印刷であれば、印刷機器が空いていれば印刷できる。

（参考）
印刷作業室・ラウンジの利用予約
＊予約可能な団体：市民活動団体
（団体登録の有無は問わない。）
＊利用日の３週間前の日から、窓口及び電話にて予約可能

情報発信

情報誌として「おーぷん」があったが、今はどうなってい
るか。
HPを見るしか、行事の案内や相談会の情報は分からないの
か。

現状は、HPやチラシ、館内掲示による情報発信である。
今後、効果的な方法を検討して、情報発信の幅は広げてい
きたいと思っている。
HPだけでよいとは思っていない。

交流イベント

コムナーレフェスティバルでは、登録団体が実行委員会を
つくって盛り上げていた。
指定管理制度に戻るまでの２年間、フェスティバルなど、
交流イベントはどのように行っていくつもりか。
一番近い予定のイベントや夏の交流イベントなどの予定は
どうなっているか。

印刷機器等の設置が間に合っていないなど、サービスの低
下になっているところもあるが、極力低下しないように、
日々の基本的な業務を回すのに正直精一杯の状況であり、交
流イベント等にあまり手が回っていない状況である。
まずは、印刷機器やパソコンが全て揃ってから、交流イベ
ントやセミナー等の準備も少しずつ行っていきたいと思って
いるところである。
フェスティバルなどがこれまでと同様のものにできるかは
分からないが、今後、交流イベント等の開催は考えている。
一番近いイベントは未定であるが、フェスティバルは、来
年３月ころに開催したいとは思っている。
夏の交流イベントの開催は正直難しい。
その他、会計相談や法律相談は、これまでどおり実施して
いる。

市民活動ネットワー
ク

さいたま市のサポセンであるので、10区の総まとめ役とし
て、団体から、「他の区の考えを知りたい」「他の区と連携
したい」というような要望があった時に対応してくれるとう
れしい。
10区のまとめ役であり、10区を応援しているというＰＲを
したほうがよい。

−

印刷作業室・ラウン
ジの利用予約
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浦和区市民活動ネットワーク
No.

項目
大別

細目

浦-13 その他

−

浦-14 その他

−

浦-15 その他

−

浦-16 その他

浦-17 その他

浦-18 その他

浦-19 その他

浦-20 その他

浦-21 その他

意見
私は３つの登録団体に属している。
またサポセンのスタッフでもあった。
全国的にも注目されていた、さいたま市版の協働管理運営
を頑張って行っていた。
しかし、突然、市議会からの「市民活動を逸脱した団体が
利用している」ということで、納得できないまま、市の直営
になってしまった。
指定管理は協働を実現したものであると思うので、指定管
理制度に戻した方がいいと思う。
市の職員と指定管理者の８年半の協働とはなんだったの
か。どのように思っていたのか。職員の気持ちが聞きたい。

市の回答（連絡会等時点）

これまで８年間いた職員はいないが、サポセンの立ち上げ
に関わった者としては、正直、この結果に驚いてはいる。
これまでの説明で散々言ってきているので、聞き飽きてい
るかもしれないが、市の職員としては、議会の議決を重く受
け止めないといけないので、今後も、運営協議会、利用者懇
談会を行い、サポセンの協働管理運営に生かしていきたい。
指定管理に戻さなくても利用者として利用しやすければよ
いという意見もあるが、条例の附則を考えた場合、まず、管
理基準をしっかりと作り、指定管理に戻すことを目標にやっ
ていく。

無線LANを入れる予定はあるのか。入るととてもうれしい。

今の時点ですぐに導入という予定はない。
ICT政策課による全庁的な動きもあるので、それを見ながら
（無線LANは、）図書館にはすでに入っているし、去年から の動きになる。
出ている話なので整理しておいてほしい。

ー

直営になって、受付が親切になったという話も聞いてい
る。
以前は、働いている人の間で温度差もあった。
スタッフごとの差が出ないように。臨時休館をしてもいい
から、スタッフ間の意思の疎通や、窓口対応方法の平準化な
ど、そういうものが必要である。
研修をするなど、そのための休館をしてもいいと思う。

ー

（休館について、）それならば、コムナーレ全体で話し
合ってやってほしい。
臨時休館ができるような基準があるといいかなと思う。
これまでのセンターのスタッフは大変だったと思う。

ー

（休館について、）地震の時に閉館していたら困るという
こともあるだろうし、問題は色々あると思うが、考えてほし
い。
そういえばエレベーターは、震度いくつで止まるのか。災
害時には、職員の方が誘導してくれるということですよね。

エレベーターにもよるが、おおよそ震度４以上で、最寄り
階で止まるようになっている。
災害時には、職員が誘導する。

ー

サポセンは、団体をどうサポートするかというところに主
眼を置いた方がいいと思う。
指定管理、直営、もっと別の方法、どれでも構わない。
大事なのはサポートの質であり、管理方法は手段である。

−

ー

サポートしてほしいものは、印刷の手伝いから運営のコン
サルタントまで、団体によって求めるものは違う。
全ての団体の満足度を上げるというのは難しいかもしれな
い。
しかし、それぞれの不満をつぶしていくうちに出来ていく
こともあると思うので、頑張ってほしい。

−

ー

市議会の要望により、指定管理から直営になったが、金額
的にはどれくらい変わったのか。
議会側のメリットは何か。

指定管理料と委託料の差などもあるが、まだ予算が全て執
行されていないので、正確な差はまだ分からない。
メリットというよりも、サポセンを指定管理者に運営させ
るための基準がないという趣旨の話であるため、管理基準を
作らなければならない。

９階には、第15集会室（※浦和コミュニティセンター）
や、浦和消費生活センター、国際交流センターなど、サポセ
ン以外の施設もあるので、現状では、休館については、中々
難しい。
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備考

浦和区市民活動ネットワーク
No.

浦-22 その他

浦-23 その他

浦-24 その他

項目
大別

細目

意見

市の回答（連絡会等時点）

ー

人件費的なコストはどうなっている。
当然、直営になると増えるのではないか。
他の部分が減っているとか、そういうところは見えない。

−

ー

（コストについて、）年間費用がかかってもいいから、直
営にして基準をつくれと市議会で決まってしまっているの
で、私たちが市にどうこう言えることはない。
言うなら市議会に言わないといけない。

−

ー

（コストについて、）市の職員にしたってサポセン勤務に
なったからと言って給料が上がるわけではない。
これまでの指定管理者も、貰った指定管理料の中で人件費
も払っていた。
どうして金銭的なところにそんなにこだわるのか。市の職
員が吊るし上げをくっているようだ。

−

4/4

備考

西区市民活動ネットワーク

利用者懇談会等における意見［市民活動ネットワーク］
□西区連絡会（H28.６.22）
No.

項目
大別

細目

意見

西-1 その他

印刷作業室

大判プリンタはどのくらいの長さのものが作れるか。

西-2 その他

貸出機材

貸出機材が、区役所や公民館にあればよい。

西-3 その他

西-4 その他

西-5 その他

西-6 その他

西-7 その他

市の回答（連絡会等時点）
幅が91.4ｃｍのロール紙に印刷される。
横断幕のようなものを印刷することが可能である。
−

マッチングファンドの募集時期がよくないと思う。
大きい団体だけでなく、様々な団体が活用できるほうがよ
いのでは。
例えば、２次募集というような形で、６月の総会以降にも
応募できればよい。

マッチングファンドの審査等については、市長の諮問機関
である「さいたま市市民活動推進委員会」の所掌であるた
め、当該委員会に報告する。

ー

直営になってそんなに時間がたっていないのに、また、指
定管理者に戻すのか。
今での基準が甘かったということか。

議会より、センターの管理運営を行うための基準が完全で
はないから、市の方が、きちんと管理基準をつくって示すよ
うにというように言われている。
管理基準を定めるまでは、指定管理にすることはできない
ということであり、現在、その管理基準をつくるために、市
の直営で管理運営を行っている。

ー

よく利用しているが、行政の都合で、ちょこちょこと運営
主体を変えないでほしい。
利用に不満はないので、誰が運営しても構わない。
今も利用しているが、サービスに不満はない。

−

ー

われわれにとっては、正直サポセンは遠い存在である。
登録はしたが、団体の構成員も高齢化が進み、足が遠のい
た。
高齢者にとっては、使い勝手が悪い。
いっそのこと、若い構成が多い団体さんにより利用しても
らうようにシフトしてみてもよいのでは。

−

ー

サポセンに行ったことがない。
場所はどこにあるのか。
駐車場はあるのか（貸出機材を借りる場合、電車ではな
く、自動車になるため。）。

サポセンは、浦和駅東口の駅前にある、パルコさんが入っ
ている建物の９階にある。
駐車場は、有料ではあるが、市営の駐車場がある。

マッチングファンド
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備考

岩槻区市民活動ネットワーク

利用者懇談会等における意見［市民活動ネットワーク］
□岩槻区連絡会（H28.８.26）
No.
岩-1 その他

岩-2 その他

岩-3 その他

岩-4 その他

岩-5 その他

岩-6 その他

岩-7 その他

項目
大別

細目
運営協議会

意見

印刷作業室

印刷作業室

大判印刷、安くならないか。
紙代、トナー代、電気代とか、維持費くらいしかかからな
いのだから。
越谷で印刷するともっと高いから、サポセンに行くけれど
も。

印刷作業室・ラウン
ジの利用予約

前は、なれ合いの運営だったが、今後はそのような運営は
やめてほしい。
以前、印刷予約をして利用しに行ったら、遅刻をしてしま
い、既に他の利用者が利用していた。
遅刻はしたが、予約をしていったのだから、予約どおり使
わせていただきたい。
岩槻からだと遠いということもあり、遅れてしまうことが
あるから。
ある面から見れば、そんな対応も必要なのかもしれないけ
れど、できればやめてほしい。

情報発信

多目的展示コーナーは使ったことはない。うちの団体の広
報としては「ニュースレター」を発行しているので、それを
配置したい。
ラックがいつも埋まっていて、岩槻から行っても置けない
ということがあると思うと行動できない。
できれば、ラックの配置を区ごとに分けてほしい。
私個人としても、センターに行くたびにチラシをもらって
おり、あれは効果的だと思っている。
岩槻用の場所が、少なくてもいいからあるといいなと思
う。

情報発信

備考

年度４回程度開催する予定である。
２回目は秋くらいを考えている。

運営協議会は年何回、いつごろ開催するのか。

印刷は便利で、何度も使っているうちに、利用方法や何が
出来るのかを覚えていっているが、そういうことを岩槻まで
きて説明してほしい。
使い方や使えるもの、何ができるか、どれだけ便利なのか
ということを知らしめてほしい。こういう風に使うといいと
か、費用はこれくらいで済むなど。
それが分かれば、「センターに行けば、これが出来て、費
用も安く済むのか。」となる。
大判印刷も便利なんだろうけど、私なんかには使い方が分
からない。
どう使えばどう便利なのかとか、そういうのが分からない
と躊躇してしまう。
そういうのが分かるものがあるといい。

情報発信

市の回答（連絡会等時点）

−

−

（参考）
H28.４以降の「印刷機器等に係る費用」は、それ以前とほぼ
同様である。
なお、印刷機器は全て賃貸借（リース）契約であり、賃借
料、使用料、消耗品費などが、費用として発生している。

−

（参考）
印刷作業室・ラウンジの利用予約
＊予約可能な団体：市民活動団体
（団体登録の有無は問わない。）
＊利用日の１週間前の日から、窓口及び電話にて予約可能

現在は、チラシの種類で分類している。
どういう分類が利用者（チラシを取っていく人）にとってよ
いのかも考えて、今後検討していきたい。

イベントの準備をしていると、PRがタイトになる。
そういうスペースがあるといいかもしれない。
センターの事務は増えるが、岩槻用のラックを２つくらい
用意してもらって、年間通してどの程度使われているのかを
見てもらえればいいなと。
岩槻の人も使いやすいようにしてもらえるといいなと思
う。
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岩槻区市民活動ネットワーク
No.
岩-8 その他

岩-9 その他

岩-10 その他

岩-11 その他

岩-12 その他

岩-13 その他

岩-14 その他

項目
大別

細目
交流イベント

意見
夏の交流イベントがないというのが寂しい。

市の回答（連絡会等時点）
−

ー

直営になった経緯の話を聞きたい。
一部の団体がラウンジを占有して、他の団体が使えなかっ
たからということで直営になったのだろうが、それは本当に
あったのか。
あったのならば、資料に課題として書かれていない。

ー

それは直営にしなくてもできたのではないか。
では、ことの始まりはラウンジの占有で、最後は市のルー
ル策定不足で市議会で議決されたということか。
ラウンジの占有は、本当にあったのか。

ー

（直営化について、）その話は、別のレベルでの話、ここ
でいう話ではない、
その話を市の職員に言っても酷だから、その話はやめてほ
しい。

−

−

直営ということで、今までよりも監視の目が厳しくなった
のではないか。
今までいなかった人（監視員のような人）がいると聞いた
が、本当か。

監視員はいない。
ビル全体を巡回する警備員は、前からいるが、９階に特別
にいる警備員はいない。

−

それぞれの地域で活動している団体は、それぞれの地域に
たくさんいる。
しかし、センターに登録するかどうかは別の問題。２年間
直営ということでやるならば、公平にやってもらわないと困
る。
各区で、どういう団体があるのか、どれくらいの比率で登
録しているのか、データを取っていただきたい。
岩槻は遠いのだから、登録が少なくて当然だろうと思う。
データを取って、その結果でもって、岩槻にも、同規模と
はいかなくても、同様のことができる機械をいれるとか。
市内３か所くらいに、そんなセンターがあればいいのでは
ないか。対応策を考えてほしい。
議員もそれくらいのことは言ってるかと思いきや、そうで
はないようなので。

ー

岩槻区から浦和まで行くのは使いにくい。私はこの中では
一番使っているとは思うが。利用しての感想を言わせてもら
う。
一番変わったと思うのは雰囲気。前は明るかった。
リラックスした状態で窓口対応してくれていた。
今は直営が始まったばかりということもあろうが、堅い雰
囲気がある。
対応が悪いということではないが、堅い。
窓口に出ている女性も、一生懸命なのだろうが、事務的、
お役所的である。
仕方ないのかもしれないが、柔らかい雰囲気の方が使いや
すい。
奥の机の職員も、前はよく出てきてくれたが、今はそれが
全くない。奥は仕事に専念している。
他の利用者も「敷居が高い」と言っていた。
前の方々は笑顔があった。今はそれがない。

備考

条例改正の動きがあった段階では、色々な意見があった
が、最終的な理由としては、市が、サポセンの管理を指定管
理者に委ねるのに充分な環境を整えていなかったからという
ものであり、そのルール・基準をしっかりと定めるべきとい
うのが、（条例改正の）議決の最後の理由である。

この４月からはない。

市には、（公共施設の配置や今後の維持管理等を定めた）
「公共施設マネジメント計画」というものがあり、公共施設
ごとに面積が決められている。
サポセンを別に作る場合、今のサポセンの面積を半分にす
るなど、その分を減らさなければならない。
（岩槻区コミュニティ課より）
ハード面の整備は非常に難しいところがあるので、ソフト
面など、まずはできるところ、実現可能なところからやるの
がよい。

利用者カードにも、「雰囲気が堅い」というご意見があっ
た。

2/2

（参考）
公共施設マネジメント計画
［ハコモノ三原則］
＊新規整備は原則として行わない（総量規制の範囲内で行
う）
＊施設の更新（建替）は複合施設とする。
＊施設総量（総床面積）を縮減する（40年間で15％程度の縮
減が必要）

資料５−３

利用者懇談会等における意見［利用者アンケート］
□平成28年４月分［17件］
No.

項目
大別

意見

細目

備考

−

３月までと違って、活気が全くありません。もっと利
用者に寄り添ってください！

ア-2 謝辞

−

場所をお借りして、定例会、打ち合わせが出来て、本
当に嬉しい場所です、たまに、長い時間会ったことの
ない友人達にも会えることが出来るすばらしい場所で
す、感謝しております！

ア-3 意見

ラウンジ
ミーティングスペースは、利用価値あり。このような
印刷作業室・ラ
コーナーを増やしてもらいたい。５〜６人位、予約ス
ウンジの利用予
ペースをもっとふやすといいと思います。
約

ア-4 謝辞

−

有難うございました。お世話になりました。

ラウンジ

勉強だけでなく、様々な話し合いや教え合いしゃべる
のでふつうのスペースでやりたい。作業もしたいの 北ラウンジ
で、勉強スペースに移動しろと言われても話し合いが 市民活動優先スペー
できません！勉強スペースは話せないので、利用がし ス
づらくなりました。

ラウンジ

勉強スペースは、話す場所ではありません。教え合う
北ラウンジ
ときは話すので、他の人に邪魔になります。なので、
市民活動優先スペー
勉強と話し合いをかねて普通の中央ラウンジでやらせ
ス
ていただきたいです。

ア-7 意見

印刷作業室

2016年4月〜7月の間、パソコン3台を置いていたス
ペース(机の上）が空いていると思います。ここに中
古のパソコンとプリンターを置いていただけないで
しょうか。USBから多少手直ししてプリントアウトで
きるようになると助かります。

ア-8 意見

印刷作業室

3か月もパソコンが使えないのは、とても不便で
す！！市民のためのサポートセンターではなかったの
でしょうか？？

ア-9 意見

印刷作業室

PCとプリンターをおいて下さい。中古でもよいので。

ア-10 意見

印刷作業室

パソコンとプリンターを使いたいので設置してほし
い。

ア-11 意見

印刷作業室

パソコン・プリンターを設置して下さい。

ア-12 意見

印刷作業室

パソコンとプリンター（中古でよい）を置いて下さ
い。

ア-13 謝辞

−

便利で使いやすいです。

ア-14 謝辞

−

本日もありがとうございました！

ア-15 謝辞

−

今年度は、窓口の対応がよくて、ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰが利用し
やすくなりました。

ア-1 意見

ア-5 意見

ア-6 意見

1/2

No.

ア-16 意見

ア-17 意見

項目
大別

意見

細目

備考

ラウンジ

専用スペースがたくさんあまっていて優先スペースが 北ラウンジ
ぱんぱんで大変だったから、もっと優先スペースを増 市民活動優先スペー
やしてほしい。
ス

ラウンジ

自由に使用できる優先スペースをもう少し増やしてほ
しい。かなりフロアーにスペースがあるのだからテー
ブルとイスを置いて開放して欲しい。市民が必要とし
ている需要を考えれば団体利用以外にも場所提供して 北ラウンジ
くれてもいいと思う。税金を投入しているのだからス 市民活動優先スペー
ペースを最大限有効に使って欲しい。団体以外の人に ス
勉強する場所を提供するのも税金投入を考えたら問題
ないと思う。何しろ空きスペースにテーブルとイスを
ふやして欲しい。

2/2

利用者懇談会等における意見［利用者アンケート］
□平成28年５月分［15件］
No.

項目
大別

意見

細目

ア-18 謝辞

−

学生にも勉強の場として,貸してもらい、本当に感謝
しています。ありがとうございます。

ア-19 謝辞

−

ありがとうございます

ア-20 意見

ラウンジ

優先スペースをもっと広げてほしい

ア-21 意見

ラウンジ

ミーティングスペースなどで、Wi-Fi環境があると便
利です。ご検討下さい。

ア-22 意見

ラウンジ

今までのようにAの机の上に団体名、時間帯を貼って
いただけたら幸です。

ア-23 謝辞

−

いつもお世話さまです。

ア-24 その他

−

連休の為定例の講座が変更したので利用している。例
会は六辻公民館を第1木曜日利用している。

ア-25 その他

−

（団体名のみ記載）

ア-26 その他

−

（団体名のみ記載）

ア-27 意見

印刷作業室

パソコンの設置を早くしてください
印刷手数料を
市価より低価格でできるようにお願いします

ア-28 謝辞

−

大変便利に利用させていただいております。

ア-29 謝辞

−

いつもお世話さまです。利用させていただいておりま
す。ありがとうございます。

ア-30 意見

−

利用施設の場所がわかりづらい。

ア-31 謝辞

−

いつもお世話になってます。

ア-32 謝辞

−

印刷物は定期的に利用させて頂いております。駅から
近く、交通の便も良いので、助かっています。

1/1

備考

北ラウンジ
市民活動優先スペー
ス

利用者懇談会等における意見［利用者アンケート］
□平成28年６月分
No.

項目
大別

意見

細目

ア-33 謝辞

−

無料でしかも静かな環境でゆっくりと打合わせができ
るスペースが在り、有りがたいと思っています。

ア-34 意見

印刷作業室

印刷室をのぞかせていただきました。とても設備が
整っていてビックリしました。できましたら,てん字
印刷機も置いていただけたらと思いました。

ア-35 意見

印刷作業室・ラ
静かな環境で使用させていただいています。予約受付
ウンジの利用予
をもう少し伸ばしてください。半月位。
約

ア-36 謝辞

−

いつもありがとうございます。

ア-37 意見

−

管理者が変わってから初めて来ました。前の方が活気
がありましたね。こんなに空いているのなら若者たち
にもっとスペースをとってあげたらどうでしょうか。
又もう少し早くから照明を入れてほしい。年寄りが多
いのです。文字がよく見えなくて作業がはかどりませ
ん。特に若者のコーナーは明るくしてあげて下さい。
未来ある若者が学習しているのです。応援しましょ
う。
個人的意見ですが、前の管理団体はよくやっていたと
思います。柔軟かつエネリギッシュでずっとやってい
てくれたらと思わずにいられません。いろんな意見、
目的、行動をもつ市民がいるのを前の団体のルール
が、あたりまえ法律違反以外はすべて受け入れるべき
です。

ア-38 謝辞

−

以前と違って、使い勝手がよく、打合せもうまく進み
ました。ありがとうございました。

ア-39 意見

印刷作業室

以前は、パソコン、プリンターの活用ができ、大変助
かりました。仕事をしながら、合間に作業をしていま
すので、早期に、以前と同じような環境で作業ができ
ると助かります。よろしくお願いします。

ア-40 謝辞

−

この施設があるおかげで趣味の研究をすすめることが
できます

ア-41 謝辞

−

いつもありがとうございます。

ア-42 謝辞

−

お世話になりました。ありがとうございます。

ア-43 謝辞

−

一週間前に予約ができるので仲間への連絡が安心して
できるのでたすかります。

ア-44 謝辞

−

雰囲気が落ちついてとても話しやすかった。今後利用
する機会がありましたらもう一度使用できればと思い
ます。

ア-45 謝辞

−

ありがたく使用しております。

ア-46 意見

ラウンジ

気軽に話しながら勉強することのできるスペースを
作っていただけると幸いです

1/2

備考

北ラウンジ
市民活動優先スペー
ス

No.

項目
大別

意見

細目

ア-47 謝辞

−

とても静かで使いやすいスペースでありがたいです。

ア-48 謝辞

−

大変満足でした。

ア-49 謝辞

−

有難うございました。お世話になりました。いろいろ
打ち合わせが出来ました。

ア-50 謝辞

−

いつもお世話様です

ア-51 謝辞

−

いつもお世話になり、ありがとうございます。

2/2

備考

利用者懇談会等における意見［利用者アンケート］
□平成28年７月分［13件］
No.

項目
大別

意見

細目

備考

ア-52 意見

ラウンジ

Aラウンジ今回おかりしたのですが、確認のため、ク
ラブ名を記入していただければと思います。よろしく
お願いします。

ア-53 意見

ラウンジ

夜間の市民活動優先スペースの増席求む。専用スペー 北ラウンジ
スがガラ空きなのに対して、座れないのはどうなの 市民活動優先スペー
か？改善願う。
ス

ア-54 謝辞

−

いつもおかげさまで、充実した1日になっておりま
す。やはり、学習の後に、それぞれの覚えた（と思っ
ている）ことをつき合せたりするのは必要です。

ア-55 謝辞

−

いつも大変お世話になっております。大変たすかって
います。ありがとうございます。

ア-56 その他

−

非効率、極まりない、愚の骨頂、柔軟な思考へ
for Japan

ア-57 その他

−

自由、平等、博愛 フランス革命の3大精神、ここの
職員さんも Imitate this!

ア-58 謝辞

−

いつも利用させて頂きありがとうございます。

ア-59 その他

−

（怒った顔のイラスト）

ア-60 意見

−

広くてとても便利な場所でいつも使わせていただいて
います。もう少し冷房を効かせていただくとうれしい
です。

ア-61 その他

−

（判読不可）

ア-62 謝辞

−

静かで、学習が効率よくできました。

ア-63 意見

−

こういう所ではある程度の飲食を認めるほうがよい。
庭園も食事禁止というのはいかがな思想か理解不可。
いわゆるオカミの管理思想であって市民感覚とずれて
いる
暑い。脱水症状になりそうです。
官の管理なところはどうしてうるおい、なごみ、やす
らぎがないのでしょう。

ア-64 謝辞

−

打合せできる場所がこんな便利なところで、しかも無
料で借りられるなんて誠に有りがたい 今後もサーク
ル活動に力を入れます。

1/1

Play

利用者懇談会等における意見［利用者アンケート］
□平成28年８月分［11件］
No.

項目
大別

意見

細目

備考

ア-65 意見

ラウンジ

Aラウンジの窓際ライトの電球が間引かれています。
電球を入れて下さい。

ア-66 謝辞

−

いつも利用させていただいております。ありがとうご
ざいます。

ア-67 意見

ラウンジ

今後も自習スペースは減らさないで下さい。

ア-68 謝辞

−

打合せをするのには大変良い場所（環境やセッティン
グ等）を使用できありがたいです。

ア-69 意見

ラウンジ

イスと机のバランスがあっていないとおもいました。

ア-70 謝辞

−

このところいつも夜開く教室の時にもよくお世話に
なっております。学びたい子ども達がふえて、交流セ
ンターのロビーだけでは手狭になってしまい、机をお
借りして学習に励んでおります。なるべく他の利用者
の皆さんのおじゃまにならないように、音など気をつ
けております。今後も使わせていただくこともあると
思います。よろしくお願いいたします。

ア-71 意見

−

暑いので、冷房などをつけて涼しくしてください。に
ぎやかでやりやすかったです。また、使いたいと思い
ました。

−

このところお世話になります。夏休み教室は、初めて
参加する子供たちが多く来るため、親御さんにも初日
は見学していただいています。そのため少し広いス
ペースとイスが必要になります。今日はたまたま一般
席として使っていた方が、譲って下さりとても助かり
ました。初めての子供さんも預ける親御さんも安心し
て明日から続けると思います。

意見
ア-73
謝辞

ラウンジ

学生だから食べられない（飲食禁止）は少しおかしい
と思います。南ラウンジは飲食可ではないかと思いま
すが。また、中がとても暑かったのでクーラーをつけ
るなどして涼しくしてください。
受付の方の対応がお客様のことをよく考えて良かった
です。

南ラウンジ
食事可（Ex.食事をし
ながらのミーティン
グ）

ア-74 意見

ラウンジ

市民活動優先スペースの増設

北ラウンジ
市民活動優先スペー
ス

ア-75 謝辞

−

いつも利用させて戴き、ありがとうございます。

ア-72 謝辞

1/1

北ラウンジ
市民活動優先スペー
ス

利用者懇談会等における意見［利用者アンケート］
□平成28年９月分［11件］
No.

項目
大別

ア-76 意見

意見

細目

備考

団体ロッカー

ダンボールが入るくらいのロッカーがほしいです。

印刷作業室

大判プリンターの用紙の厚さを厚くしていただきた
い。コート紙130㎏がよろしいと思います。大版は何
回も使い回しをしますので、耐久性があるものが良い
です。

ア-78 その他

−

雨天で、じゅうたんが湿って臭いのかな、それにして
もあまりにひどい臭さだ、と思っていると、他のグ
ループが場所を大移動した（そのメンバーの人と一緒
に受付に換気か何かの対策を相談しに行こうと話して
いたのだったが耐えられなかったらしい。）。その匂
いの原因は、素足のひとりの男性の足の臭さだったと
いう。公共の場を利用する時のエチケツト・ルール集
が必要だろうか。

ア-79 謝辞

−

会場内の見回りを度々してくださっていて、団体へお
声がけしてくださっているのを拝見してうれしく思い
ました。

ア-80 謝辞

−

いつも利用させていただき、ありがとうございます。

ア-81 謝辞

−

いつも利用お世話さまです。

ア-82 意見

印刷作業室

印刷室に用紙がおいてあり、販売してくれました。
（以前）枚数が中途半端に足りなくなった時など、と
ても重宝しました。また復活して下さい。利用者より

ア-83 謝辞

−

いつもありがとうございます。

ア-84 意見

−

いつも使わせてくれてありがとうございます。クー
ラーがついてなくて暑いです。快適に勉強したいので
よろしくお願いします。

ア-85 謝辞

−

お世話になっています。ラウンジの予約や印刷の予約
をした時、とても親切ていねいに対応して頂きありが
とうございます。10/20〜の写真展、よろしくお願い
します。

ア-86 意見

−

前のスタッフに早く変わってほしい。

ア-87 謝辞

−

いつも利用させて戴き、ありがとうございます。

ラウンジ

学習できるスペースを多くしてほしい。会議などで使
うスペースに空きが目立つことが多く、有効活用でき
北ラウンジ
るのではないか。全てにおいてダメではなく、柔軟な
市民活動優先スペー
対応をしてほしい。既にそうだったら、すいません。
ス
若者がそうやってもっと多く使ってくれれば、関心を
もつ人がふえてくれると思います。

ラウンジ

消しかすを捨てる物を、勉強スペースだけでなく、ボ
ランティア募集などチラシの置いてある（ちりとりが
北ラウンジ
置いてある）机にも置いて下さい。人が沢山いると捨
市民活動優先スペー
てにくくてみんな下にパラパラ捨てています。よろし
ス
くお願いします。みんなはちょっと言い過ぎました。
私だけかもごめんなさい。

ア-77 意見

ア-88 意見

ア-89 意見
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例規体系図について

資料６−１

（現在）
（条例）

（規則）

（要領）

（要綱）

さいたま市市民活動及び協働の推進条例
さいたま市市民活動サポートセンター条
例

さいたま市市民活動サポートセンター条
例施行規則

さいたま市市民活動サポートセンター管
理運営要綱

さいたま市市民活動サポートセンター運
営協議会運営要領
さいたま市市民活動サポートセンターの
施設等の利用に関する要領

さいたま市市民活動サポートセンターの印刷作業室
に設置する印刷作業用端末の管理に関する要領
さいたま市市民活動サポートセンターのパソコン・
コーナーに設置するウェブサイト閲覧等用端末の管
理に関する要領

さいたま市市民活動サポートセンターにおけるさい
たま市財産規則の規定に関する要領
さいたま市市民活動サポートセンター通常開館時に
おける物品の販売、材料費等の料金徴収に係る取扱
い要領
さいたま市市民活動サポートセンターフェスティバ
ル等における物品の販売、募金、材料費等の料金徴
収に係る取扱い要領

さいたま市市民活動サポートセンターに
おける署名活動に係る取扱い要領

（管理基準等策定以降）
（条例）

（規則）

（要領）

（要綱）

さいたま市市民活動及び協働の推進条例
さいたま市市民活動サポートセンター条
例

さいたま市市民活動サポートセンター条
例施行規則

さいたま市市民活動サポートセンター管
理運営要綱

さいたま市市民活動サポートセンター運
営協議会運営要領
さいたま市市民活動サポートセンターの
施設等の利用に関する要領

※管理基準等の策定状況に合わせ、必要に応じて、条例または条例施行規則の改正を行う。

※当該要領の規定は、「さいたま市市民
活動サポートセンター管理運営要綱」に
含めるとともに、当該要領は廃止する。

さいたま市市民活動サポートセンターの印刷作業室
に設置する印刷作業用端末の管理に関する要領
さいたま市市民活動サポートセンターのパソコン・
コーナーに設置するウェブサイト閲覧等用端末の管
理に関する要領
さいたま市市民活動サポートセンターにおけるさい
たま市財産規則の規定に関する要領
（仮称）さいたま市市民活動サポートセンター条例
施行規則第16条の規定に関する要領
さいたま市市民活動サポートセンター通常開館時に
おける物品の販売、材料費等の料金徴収に係る取扱
い要領
さいたま市市民活動サポートセンターフェスティバ
ル等における物品の販売、募金、材料費等の料金徴
収に係る取扱い要領

各要領の規定を整理し、「（仮称）さい
たま市市民活動サポートセンター条例施
行規則第16条の規定に関する要領」とし
てまとめるとともに、各要領は廃止す
る。

さいたま市市民活動サポートセンターに
おける署名活動に係る取扱い要領

※この一群をもって、「さいたま市市民活動サポートセンター管理基準等」とする。

さいたま市市民活動サポートセンター管理基準等の対応案［分類版］について

資料６−２

※全体的な意見
No.

1

運営協議会・利用者懇談会等における意見
※確認事項は除く
（運営協議会［平成28年度第１回］）
最初、対応案を見たときは、あまりにも決まってない（定まってない）ことがあって、一市民としてはびっくりした。
今後、体制が変わるのかもしれないですけれども、これからどんな流れになっても、市というのを入れていただけるのか、それとも、またころっと変わってしまうのか。

（運営協議会［平成28年度第１回］）
確かに、今までこんなに決まっていることが少なかったんだと思われるかもしれないが、センターを作るときに、必要最低限の決まりだけを定めて、市民活動という内容から、お互いに話し合ったり、柔軟に対応できるようにというような話
で始まっている。
2
明文化されていなかったところが、さいたま市型の協働管理運営として、ふさわしいやり方であった。
対応する職員の方は大変だったかと思うが、そのようなところが、逆に言えば、特徴でもあったと思う。
そこが、さいたま市の市民活動サポートセンターのよいところであったという風にもとらえていただきたい。

3

（運営協議会［平成28年度第１回］）
裁量行為が働かないようにするために、ルールが必要なわけで、それがないと不公平感につながるわけなので、最後は腹をくくるしかない。
要相談が、ＯＫになる時は、みんなそれに文句は言わないし、全員が「ルールはきんと守ります」という人たちならば問題はないけれども、そういう人ばかりではないので、ある程度、制限を加える必要があるという意見であると思う。

（利用者懇談会［平成28年度第１回］）
ルールを決めるというのは、大切だと思う。
4 ただ、がちがちに決めてしまうと、運用上まずくなることは、困る。例えば、貸出機材については、代表者か担当者が、登録カードと本人確認書類を見せることになっている。
これまで知らなかったのだけれども、代表者か担当者しか借りられないのとなると不便である。今までがルール違反だったのだろうが、便利ではあった。
運用はどのようなものがよいのか、それを決めてしまうのがそもそもおかしくないか。色々な視点があるのだから、そのあたりも考えてほしい。すごい心配をしている。

（利用者懇談会［平成28年度第１回］）
例えば、ルールではなくて、ご協力くださいというように運用していくのでもよいのでは。
5
それでお互いに成熟していくというのが、理想的過ぎるかもしれないが、さいたま市が目指すものではないか。
仮に、同時に利用者が来ても、譲り合うのが理想で、市民同士の知恵で問題を解決していくという形を残してほしい。

（利用者懇談会［平成28年度第１回］）
管理基準は、ここを運営するための基準である。対応案を見てみると、まるでコミュニティセンターのように感じる。
6
ここは、貸施設ではなく、市民活動を育てるための施設である。市民活動を育てること、ネットワークを広げることなどは、この対応案では触れられていないので、それに触れてもよいのでは。
セミナーを年何回開催するとか、市民のために〜しますよというようなことを定めたらどうか。

7

（利用者懇談会［平成28年度第１回］）
ルールと一緒に、極力マナーで解決してほしい。
管理していく方は大変だが、それが市民が成長するための作法ではないか。だから、これはマナー、これはルールと分けた方がよいのでは。

（中央区市民活動ネットワーク理事会）
知り合いの団体で、サポセンが利用できなくなったという団体もある。利用団体の排除はしない方がよい。排除という言葉は使えないのかもしれないが、実質的には排除になっている。
8 （市の回答）
条例等の規定を逸脱して、団体の利用を制限してはいない。今後についても、排除する意思はない。
これから策定しようとしている管理基準は、団体の活動を制限するものではなく、利用上のルールを定めていこうというものである。

9

10

（岩槻区市民活動ネットワーク連絡会）
対応案として書いてあることは、これまで定めていなかったというだけで、やっていることは変わらないんですよね。
それなら、それでいいんじゃないでしょうか。
（岩槻区市民活動ネットワーク連絡会）
運用だと団体間の力関係とかで不公平があったりすることもあるのだから、明文化することで、各団体が公平に利用できるようになるのならば、いいのではないだろうか。
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さいたま市市民活動サポートセンター管理基準等の対応案［分類版］について
１

既に例規に定めがあるもの

（１）平成28年４月からの直営に伴い、例規に定めたもの
対応内容
No.

項目

6 ラウンジ

課題・問題点

「管理運営要綱」
又は「施設等の利用に関する要領」
に定められている事項

ラウンジを設置し利用に供しているものの、その管
理運営に関し必要な事項について、平成28年３月31日
平成28年４月１日より、施設等の利用に関する要領
まで、例規による定めがなかった。
第４条各項において、以下の内容を定めた。
また、「食事をしながら、市民活動に関する打合せ
やミーティングができる場所」として、施設等の利用
○ テーブルの使用時間:３時間以内
に関する要領第１０条第１項において、南ラウンジを
○ 個人の学習や読書による利用が可能なテーブル
食事することができる場所としているが、実質的に
（＝（市民活動）優先スペース）の設置
は、市民活動に関係なく、食事ができる場所となって
いる。

市の考える対応（案）
［平成28年度第１回運営協議会時］

運営協議会・利用者懇談会等における意見
※確認事項は除く

左記のとおりの対応とする。
ラウンジの管理運営に関し必要な事項として、以下
の内容を追加する。
（案）テーブルの使用区画数：１団体につき２区画以
内
（案）昼食時間（12時から13時まで）における南ラウ
ンジの開放

平成28年４月１日より、施設等の利用に関する要領
第２条各項において、以下の内容を定めた。
7 印刷作業室

テーブル（ラウンジ）
8 及び印刷機器（印刷作
業室）の使用予約

印刷作業室を設置し利用に供しているものの、その
管理運営に関し必要な事項について、平成28年３月31
日まで、例規による定めがなかった。

テーブル（ラウンジ）と印刷機器（印刷作業室）につ
いては、事前（＝使用日の１週間前の日から使用日の
前日まで）の使用予約が可能であるものの、その内容
について、平成28年３月31日まで、例規による定めが
なかった。

○ 利用手続きの方法
○ 印刷作業室に設置する印刷機器等の種類及び印
刷等に要する費用
○ 印刷機器等の使用時間：２時間以内
○ 端末（パソコン）の管理に関し必要な事項（情
報システム管理者の設置等） ⇒ 別に定める

左記のとおりの対応とする。

平成28年４月１日より、施設等の利用に関する要領第
５条各項において、以下の内容を定めた。
○ 使用予約手続きの方法
○ 登録団体以外の市民活動団体における定款等の
提出
○ テーブルの使用予約時間：３時間以内
○ 印刷機器等の使用予約時間：２時間以内

左記のとおりの対応とする。

パソコン・コーナーを設置し利用に供しているもの
の、その管理運営に関し必要な事項について、平成28
年３月31日まで、例規による定めがなかった。

○ 利用者登録及び利用手続きの方法
○ パソコンの使用時間：１時間以内
○ 端末（パソコン）の管理に関し必要な事項（情
報システム管理者の設置等） ⇒ 別に定める
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（運営協議会［平成28年度第１回］）
予約の基準というか、例えば、朝９時から先着順で
あるというようなことが、はっきりと公表されている
必要がある。
どのような形で、どこに出ているか分からないけれ
ども。
前に、自分の会の代表が電話をしたのだけれども、
直接来てた人が先に取ってしまったというのがあっ
た。

（利用者懇談会［平成28年度第１回］）
印刷機器を予約したが、遅刻したところ、別の団体
が使用していたことがあったという団体がいる。
予約をした団体としては、２時間予約したのに、な
ぜ、別の団体が使用しているのかという気持ちだった
らしい。
色々な人が上手く利用できるようにしてほしい。

平成28年４月１日より、施設等の利用に関する要領
第３条各項において、以下の内容を定めた。
9 パソコン・コーナー

（利用者懇談会［平成28年度第１回］）
印刷の使用時間も２時間と明文化すると、次の人が
来ていないけど、出よう、また来ようとなる。
割込も許して、利用者同士が揉めそうなときは、職
員に間に入ってほしい。

左記のとおりの対応とする。

対応内容
No.

項目

課題・問題点

「管理運営要綱」
又は「施設等の利用に関する要領」
に定められている事項

市の考える対応（案）
［平成28年度第１回運営協議会時］
左記のとおりの対応とする。

コミュニケーション
ボード（ポスターの掲
10 示）又はパンフレット
ラック（チラシの配
置）

コミュニケーションボードやパンフレットラックの
管理運営に関し必要な事項として、以下の内容を追加
平成28年４月１日より、施設等の利用に関する要領 する。
第６条各項において、以下の内容を定めた。
コミュニケーションボードやパンフレットラックを
（案）チラシ及びポスターの設置数
設置し利用に供しているものの、その管理運営に関し
：１団体につき５種類以内
○ 利用手続きの方法
必要な事項について、平成28年３月31日まで、例規に
：１種類につき50枚以内
○ チラシ及びポスターの設置期間：２ヶ月以内
よる定めがなかった。
（案）チラシ及びポスターの必須記載事項
（１ヶ
：発行団体名・担当者名・連絡先・発行の趣旨
月の更新可能）
等
（案）チラシの設置区分
：イベント情報・会員（仲間）募集・支援（相
談）窓口・助成金情報等

13 備品の使用

電源、延長コード、多目的展示コーナー用のピク
チャレール等の備品を設置し使用に供しているもの
平成28年４月１日より、施設等の利用に関する要領
の、その使用方法について、平成28年３月31日まで、 第７条において、使用手続きの方法を定めた。
例規による定めがなかった。

左記のとおりの対応とする。

施行規則第７条第３項
14 に規定する「市長が別
に定める証明書」

施行規則第７条第３項において、貸出機材の利用等
の申請書を提出する場合においては、「登録カード及
び申請書を提出する者が申請書の代表者又は登録簿に 平成28年４月１日より、施設等の利用に関する要領
登録された担当者であることを確認できる運転免許 第８条において、市長が別に定める証明書として、健
証、旅券その他市長が別に定める証明書を提出しなけ 康保険被保険者証、国民年金手帳、マイナンバーカー
ればならない。」としているものの、「市長が別に定 ド、住民基本台帳カード等を定めた。
める証明書」については、平成28年３月31日まで、例
規による定めがなかった。

左記のとおりの対応とする。

19 飲食

ラウンジの内、南ラウンジにおいては、食事ができ
平成28年４月１日より、施設等の利用に関する要領
ることとしている。また、印刷作業室とパソコン・
第10条各項において、以下の内容を定めた。
コーナーにおいては、電子機器を設置しているため、
飲食ができないこととしている。しかしながら、平成
○ 南ラウンジ：食事可
28年３月31日まで、それぞれ例規による定めがなかっ
○ 印刷作業室及びパソコン・コーナー：飲食不可
た。

左記のとおりの対応とする。
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運営協議会・利用者懇談会等における意見
※確認事項は除く

（２）平成28年４月からの直営に伴い、例規に定めたものの、内容を改めて検討し、定めるもの
対応内容
No.

項目

施行規則第10条第１項
16 に規定する「市長が別
に定める物品」

課題・問題点

「管理運営要綱」
又は「施設等の利用に関する要領」
に定められている事項

市の考える対応（案）
［平成28年度第１回運営協議会時］

運営協議会・利用者懇談会等における意見
※確認事項は除く

施行規則第10条第１項において、「特別設備設置等
許可申請書」を提出し、その許可が必要な物品につい
て、「センターの電気を使用しなければ利用すること
ができない物品（市長が別に定める物品を除
（利用者懇談会［平成28年度第１回］）
く。）」、「火気等を発生させ、又はそのおそれのあ 平成28年４月１日より、施設等の利用に関する要領 現在は、市長が別に定める物品について、「市民協 「〜市長が別に定める物品」や「物品の販売等」等
るものとして市長が別に定める物品」及び「センター 第９条において、市長が別に定める物品について、 働推進課長が認める物品」として定めているが、その は、火気の使用であったり、食中毒の問題があったり
の施設又は附属設備（以下「施設等」という。）を汚 「市民協働推進課長が認める物品」として定めた。 内容を改めて検討し、その内容を定める。
するので、運営協議会ではなく、市が定めるべきもの
損し、若しくは破損し、又はこれらのおそれのあるも
であると思う。
のとして市長が別に定める物品」としているものの、
「市長が別に定める物品」については、平成28年３月
31日まで、例規による定めがなかった。
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（３）平成28年３月31日以前より例規に規定があるものの、検討の余地があるもの
対応内容
No.

項目

課題・問題点

「管理運営要綱」又は「施設等の利用に関する要領」
に定められている事項

さいたま市財産規則に
18 規定する行政財産の使
用許可

運営協議会・利用者懇談会等における意見
※確認事項は除く

（利用者懇談会［平成28年度第１回］）
「〜市長が別に定める物品」や「物品の販売等」等
は、火気の使用であったり、食中毒の問題があったり
するので、運営協議会ではなく、市が定めるべきもの
であると思う。

施行規則第16条第１項に規定する寄付の募集、物品
の販売、飲食物等の提供、広告物の提示等について、
既に要領を定めているものの、基準や手続きをより明
確にするなど、その内容を精査する必要がある。

施行規則第16条第１項
17 に規定する物品の販売
等

市の考える対応（案）
［平成28年度第１回運営協議会時］

＊寄付の募集
「さいたま市市民活動サポートセンターフェスティバ
ル等における物品の販売、募金、材料費等の料金徴収
に係る取扱い要領」
＊物品の販売及び飲食物等の提供
「さいたま市市民活動サポートセンター通常開館時に
おける物品の販売、材料費等の料金徴収に係る取扱い
要領」
「さいたま市市民活動サポートセンターフェスティバ
ル等における物品の販売、募金、材料費等の料金徴収
に係る取扱い要領」
＊広告物の掲示
「さいたま市市民活動サポートセンターの施設等の利
用に関する要領」
＊その他
「さいたま市市民活動サポートセンターにおける署名
活動に係る取扱い要領」

（利用者懇談会［平成28年度第１回］）
「物品の販売等」について、市民活動を縛るルール
があるということか。
施行規則第16条第１項に規定する物品の販売等につ 実際の要領を見てみないと何とも言えない。
いて、「別に定める」旨を規定するとともに、既に定
めている要領の内容を精査し、必要に応じて修正等を
（利用者懇談会［平成28年度第１回］）
行う。
昨年のフェスティバルで、CSR企業の出展があった
が、物品の販売に関して食い違いがあったというよう
な話を聞いている。
そういうことがないようにしてほしい。
（利用者懇談会［平成28年度第１回］）
団体の資金集めのために物品の販売を行っていた
が、収支の内訳を出すなどの手続きがあり、やらなく
なった。

（浦和区市民活動ネットワーク連絡会）
南ラウンジの「半館貸し」の件だが、「半館貸し」
と多目的展示コーナーの利用予約は別だと聞いてい
る。多目的展示コーナーだけ別となると困る。
抽選会に参加して、半館貸しの日になんとか利用で
さいたま市財産規則に規定する行政財産の使用許可 きるようにしないといけないので、この点について
について、「別に定める」旨を規定するとともに、既 も、やり方を考えてほしい。
に定めている要領の内容を精査し、必要に応じて修正 来たお客さんは半館貸しのイベントと多目的展示
コーナーのイベントが同じものだと思ってしまう。
等を行う。
市の所管が説明しても、それで団体側が折れなけれ
ば困る。そういう経験もしている。
折り合いがつかないときには、一緒にイベントをや
ろうと誘ってもみるが、それでも断られることもあ
る。

さいたま市財産規則に規定する行政財産の使用許可
について、既に「さいたま市市民活動サポートセン
ターにおけるさいたま市財産規則の規定に関する要
領」を定めているものの、基準や手続きをより明確に
するなど、その内容を精査する必要がある。
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新たに例規に定める必要があるもの（１団体あたりの利用上限（回数・数量）等に関するもの）
対応内容

No.

項目

課題・問題点

「管理運営要綱」
又は「施設等の利用に関する要領」
に定められている事項

市の考える対応（案）
［平成28年度第１回運営協議会時］

運営協議会・利用者懇談会等における意見
※確認事項は除く

（運営協議会［平成28年度第１回］）
やはり（１月あたり）７日以内にした方が良いと思
う。
やはり、話し合いの時に、他の利用者さんがいなけ
れば、ほぼ１か月全部借りられてしまうというのは。
「空いている場合は要相談」であると、相談を受け
る方々が、統一の見解をきちんと持つ必要がある。
こういう場合はよいとか、こういう場合は駄目と
か、何個空いていればよいとか、そういうところまで
決めていかないと、対応する職員によって変わってし
まうということが出てくる。
センターは休館日がないので、話し合う機会が多分
少ないと思うの、（人によって）それぞれ対応が違う
というのはやはり困るので、このようなことが出てき
たのではないかと思う。
要相談の時に、内規ではないけれども、そのような
ものをさらに決めるしかないと思う。
（柔軟な対応が）全部に当てはまることではないと
思う。

3 多目的展示コーナー

多目的展示コーナーについて、１団体あたりの１月
あたりの利用可能日数に関する定めがないことから、
利用調整会の参加者が少ない場合、複数回の利用が可
能であり、他の団体の利用に支障を及ぼす可能性があ
る。

多目的展示コーナーについて、１団体あたりの１月
あたりの利用可能日数を、以下のとおりとする。
（案）１団体につき１月あたり７日以内

（利用者懇談会［平成28年度第１回］）
「多目的展示コーナー」、「団体ロッカー・メール
ボックス」、「貸出機材」、「ラウンジ」は、利用者
が話し合って決めるのがよいと思う。
市が、指定管理者（の管理運営）を縛るべきではな
いと思う。

（利用者懇談会［平成28年度第１回］）
「多目的展示コーナー」は、調整会で歩み寄って、
議論をして、市民が結論を出していたので、１団体何
日までというようなルールを決めないで、話し合って
ほしい。

（利用者懇談会［平成28年度第１回］）
「多目的展示コーナー」について、指定管理者が利用
日数を10日にしたいと考えたときに、管理基準で定め
てしまうと、それも無理になる。
ルールを変えたいときには、変えられるようにした
い。
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対応内容
No.

項目

課題・問題点

「管理運営要綱」
又は「施設等の利用に関する要領」
に定められている事項

市の考える対応（案）
［平成28年度第１回運営協議会時］

運営協議会・利用者懇談会等における意見
※確認事項は除く

（運営協議会［平成28年度第１回］）
対応案では、メールボックスの利用可能数が、一団
体につき２個以内となっているが、現状、メールボッ
クスはかなりの数が空いているという状況があるの
で、例えば、「ただし、空いている場合は相談に応じ
る」というような形で、柔軟性を持った表現にできな
いか。
空いているから使わせてほしいという団体がいた場
合、使ってもらう方が、センターとしてもありがたい
というとところもあるので、そのような一文を入れる
のはいかがか。

団体ロッカー・メール
4
ボックス

（運営協議会［平成28年度第１回］）
数字を入れて決めてはいるけれども、状況に応じ
て、そのような対応ができるというようなところを入
れていただきたい。
大きな方向性として。市民活動は、自主的にやる活
団体ロッカー又はメールボックスについて、１団体 動なので、（センターは、）自主性をもってやってい
こうとしている方々をサポートする施設ですので、や
あたりの利用可能数を、以下のとおりとする。
はり話し合いで管理運営する方々が、そのような調整
するのは難しいし、非常に面倒であるとは思うが、そ
（案）団体ロッカーの利用可能数
のような幅を持たせていただければ、ありがたいと思
：１団体につき１個
う。
（案）メールボックスの利用可能数
：１団体につき２個以内

団体ロッカー又はメールボックスについて、１団体
あたりの利用可能数に関して、例規による定めがな
かったことから、多数の利用が可能であり、他の団体
の利用に支障を及ぼす可能性がある。

（運営協議会［平成28年度第１回］）
メールボックスは、今は空いているからよいと思う
が、団体ロッカー（小）についても、（一団体で）３
個とか、４個借りてしまうと、その後、団体登録した
団体が、ロッカーを借りたいとなった時に、他の団体
が２個とか、３個借りているので、いっぱいですとな
ると困るので、全部に当てはめるということは、やめ
てほしいと思う。

（利用者懇談会［平成28年度第１回］）
「多目的展示コーナー」、「団体ロッカー・メール
ボックス」、「貸出機材」、「ラウンジ」は、利用者
が話し合って決めるのがよいと思う。
市が、指定管理者（の管理運営）を縛るべきではな
いと思う。
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対応内容
No.

項目

課題・問題点

「管理運営要綱」
又は「施設等の利用に関する要領」
に定められている事項

市の考える対応（案）
［平成28年度第１回運営協議会時］

運営協議会・利用者懇談会等における意見
※確認事項は除く

貸出機材について、１団体あたりの機材ごとの利用 （利用者懇談会［平成28年度第１回］）
可能数を、以下のとおりとする。
「多目的展示コーナー」、「団体ロッカー・メール
ボックス」、「貸出機材」、「ラウンジ」は、利用者
（案）（同一の期間において）
が話し合って決めるのがよいと思う。
１団体につき機材ごとに１台等
市が、指定管理者（の管理運営）を縛るべきではな
※ただし、展示パネルは除く。
いと思う。

5 貸出機材

貸出機材について、１団体あたりの機材ごとの利用
可能数に関して、例規による定めがなかったことか
ら、多数の利用が可能であり、他の団体の利用に支障
を及ぼす可能性がある。

6 ラウンジ

（運営協議会［平成28年度第１回］）
テーブルの使用は一団体につき何個以内というのを
決めないと、座席に荷物を置いて、お昼を買いに行っ
たりしてしまったりとか、荷物だけをおいて、他の
ラウンジを設置し利用に供しているものの、その管
ラウンジの管理運営に関し必要な事項として、以下 テーブルで活動をするということも出てきたりしてし
理運営に関し必要な事項について、平成28年３月31日 平成28年４月１日より、施設等の利用に関する要領
の内容を追加する。
まう。
まで、例規による定めがなかった。また、「食事をし 第４条各項において、以下の内容を定めた。
ながら、市民活動に関する打合せやミーティングがで
（案）テーブルの使用区画数：１団体につき２区画以
きる場所」として、施設等の利用に関する要領第１０ ○ テーブルの使用時間:３時間以内
内
条第１項において、南ラウンジを食事することができ ○ 個人の学習や読書による利用が可能なテー
（案）昼食時間（12時から13時まで）における南ラウ （利用者懇談会［平成28年度第１回］）
る場所としているが、実質的には、市民活動に関係な
ブル（＝（市民活動）優先スペース）の設置
ンジの開放
「多目的展示コーナー」、「団体ロッカー・メール
く、食事ができる場所となっている。
ボックス」、「貸出機材」、「ラウンジ」は、利用者
が話し合って決めるのがよいと思う。
市が、指定管理者（の管理運営）を縛るべきではな
いと思う。
左記のとおりの対応とする。
コミュニケーションボードやパンフレットラックの
管理運営に関し必要な事項として、以下の内容を追加
する。

コミュニケーション
ボード（ポスターの掲
10 示）又はパンフレット
ラック（チラシの配
置）

平成28年４月１日より、施設等の利用に関する要領
コミュニケーションボードやパンフレットラックを 第６条各項において、以下の内容を定めた。
（案）チラシ及びポスターの設置数
設置し利用に供しているものの、その管理運営に関し
：１団体につき５種類以内
必要な事項について、平成28年３月31日まで、例規に ○ 利用手続きの方法
：１種類につき50枚以内
よる定めがなかった。
○ チラシ及びポスターの設置期間
（案）チラシ及びポスターの必須記載事項
：２ヶ月以内（１ヶ月の更新可能）
：発行団体名・担当者名・連絡先・発行の趣旨
等
（案）チラシの設置区分
：イベント情報・会員（仲間）募集・支援（相
談）窓口・助成金情報等
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運営協議会及び利用者懇談会に関するもの
対応内容

No.

項目

課題・問題点

「管理運営要綱」
又は「施設等の利用に関する要領」
に定められている事項

市の考える対応（案）
［平成28年度第１回運営協議会時］

運営協議会・利用者懇談会等における意見
※確認事項は除く

（運営協議会［平成28年度第１回］）
市の直営になり、このような規定するものがあるの
で、市が運営協議会を設置して会議を開催するのでよ
いと思うが、仮に、利用している市民活動団体の方か
ら、例えば、臨時に、運営協議会を開催してほしいと
いうような要望を受けてもらうことはできるのか。
（受けてもらえるような）一文を入れてほしい。

（利用者懇談会［平成28年度第１回］）
「運営協議会」、「利用者懇談会」について、運営
協議会、利用者懇談会は、連絡調整会議を経てやって
いたので、市は、主体性がなかったというのはおかし
くないか。
今後、市が運営主体になったら、今日進行をやって
いる市職員のような、センターをよく知らない人が主
催することになる。センターをよく知っている人が開
催することに意味がある。

1

運営協議会

（利用者懇談会［平成28年度第１回］）
市の関与が足りなかったということであれば、市が
管理運営要綱第４条各項において、運営協議会に関
主体になるのではなく、市が「会議に出る」という形
する基本事項を定めた。
でもよいのでは。
もっと関わりたいということであれば、もっと出席
○ センターの管理運営を効果的かつ効率的に行
「さいたま市市民活動サポートセンター運営協議
すればよいのではないか。
うための意見交換、協議を行う。
会」について、「さいたま市附属機関等に関する要
市は、協働管理運営のための必要な措置として、運 ここができた当時のことは知らないけれども、当初
綱」第２条に規定する「協議会等」と同趣旨の組織で ○ 市民、市民活動団体の代表者等、有識者及び
営協議会を設置し、会議を開催する。
の理想があったと思う。
市職員の17人以内により構成
あるものの、市による設置運営が行われていなかっ
自分は、運営主体が政府で 運営協議会が国会のよ
○ 原則公開／毎年度４回程度開催
た。
うなものだと思っている。
○ 市は、運営協議会における協議内容を尊重し
そうした理想が変わってしまう。
た業務を実施するとともに、市民に対して説
これまでは、運営主体が運営協議会を開催し、その
明責任を果たす。
運営協議会が利用者懇談会を開催するというもので、
理想的であった。
これが変わってしまうことについては、もっと話さ
なくてはならないのではないか。
協働管理運営を変えるつもりがないと言うことであ
れば、この理想を変えないのではないか。

（利用者懇談会［平成28年度第１回］）
昨年度までは、運営協議会を、評価部会や利用者懇
談会部会に分けて、各委員がいずれかの部会を担当し
ていた。
利用者懇談会については、どのように運営していく
かを考えていた。新規団体にオリエンテーションを兼
ねて開催するとか、テーマを決めて行うとか。色々と
工夫した。
また、昨年度は、６区の市民活動ネットワークに出
前懇談会を実施した。
運営協議会が、色々な知恵を出し合って、センター
をよくしていくというのがよい。
市が運営主体となって困るのは、「今回は、これが
議題です。」という形で限定してしまうこと。
これまでのよいところは引き継いでいってほしい。

1/4

対応内容
No.

項目

課題・問題点

（前ページより続く）

「管理運営要綱」
又は「施設等の利用に関する要領」
に定められている事項

（前ページより続く）

市の考える対応（案）
［平成28年度第１回運営協議会時］

（前ページより続く）

1 運営協議会

現在は、市直営における委員構成であることから、
指定管理者がセンターの管理を行うようになった場合
の委員構成を検討する必要がある。

指定管理者がセンターの管理を行っている場合に
は、指定管理者の代表者等を委員構成に含める。
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運営協議会・利用者懇談会等における意見
※確認事項は除く

（利用者懇談会［平成28年度第１回］）
「運営協議会」、「利用者懇談会」については、市
だけがやるということもないだろう。
指定管理者と協働で、役割分担をすればよい。
指定管理の下請けかが始まってしまう。
その他の対応案についても、ある程度の柔軟性が
あったほうがよい。例えば、昼食の市民開放で１分過
ぎた場合はどうするかということもあるだろうし。
今日の利用者懇談会も、３グループくらいに分けた
りしてやってもよかった。
市民活動団体はそういう考えをもっている。
一緒にやればもっとよい。
新しい血というか、指定管理者がどこになろうと
も、一緒にやるのがよいと思う。

対応内容
No.

項目

課題・問題点

「管理運営要綱」
又は「施設等の利用に関する要領」
に定められている事項

市の考える対応（案）
［平成28年度第１回運営協議会時］

運営協議会・利用者懇談会等における意見
※確認事項は除く

（利用者懇談会［平成28年度第１回］）
「運営協議会」、「利用者懇談会」について、運営
協議会、利用者懇談会は、連絡調整会議を経てやって
いたので、市は、主体性がなかったというのはおかし
くないか。
今後、市が運営主体になったら、今日進行をやって
いる市職員のような、センターをよく知らない人が主
催することになる。センターをよく知っている人が開
催することに意味がある。

2 利用者懇談会

（利用者懇談会［平成28年度第１回］）
市の関与が足りなかったということであれば、市が
主体になるのではなく、市が「会議に出る」という形
でもよいのでは。
もっと関わりたいということであれば、もっと出席
すればよいのではないか。
ここができた当時のことは知らないけれども、当初
管理運営要綱第５条各項において、利用者懇談会に
の理想があったと思う。
関する基本事項を定めた。
自分は、運営主体が政府で 運営協議会が国会のよ
うなものだと思っている。
「さいたま市市民活動サポートセンター利用者懇談 ○ センターの管理運営に利用者のニーズを反映
市は、協働管理運営のための必要な措置として、利 そうした理想が変わってしまう。
会」について、市に関する定めがなく、その参加が不
するための意見交換を行う。
用者懇談会を開催する。
これまでは、運営主体が運営協議会を開催し、その
十分であった。
○ 利用者及び運営協議会委員の参加により開催
運営協議会が利用者懇談会を開催するというもので、
○ 原則公開／毎年度４回程度開催
理想的であった。
○ 運営協議会は、利用者懇談会における意見交
これが変わってしまうことについては、もっと話さ
換を受けて、必要な協議を行う。
なくてはならないのではないか。
協働管理運営を変えるつもりがないと言うことであ
れば、この理想を変えないのではないか。

（利用者懇談会［平成28年度第１回］）
利用者懇談会への関わりが薄かったということであ
るが、それが「開催する」というだけで、解決される
のか。もっと考えることがやるべきことではないか。
利用者懇談会はこれまでにも開催されてきたわけだ
が、その積み重ねがどうなっているのか。
運営協議会でどのように協議され、反映されている
のか。
それを公表することが大切なのではないか。
利用者の意見が、どこでどのように反映されたの
か。それをはっきりとしてほしい。
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対応内容
No.

項目

課題・問題点

（前ページより続く）

「管理運営要綱」
又は「施設等の利用に関する要領」
に定められている事項

（前ページより続く）

市の考える対応（案）
［平成28年度第１回運営協議会時］

（前ページより続く）

2 利用者懇談会

管理運営要綱第５条第１項において、利用者懇談会
については、「運営協議会の委員の参加により開催
し」となっていることから、改選により委員がいない
時期等においては、開催することができなかった。

改選により委員がいない時期等においても、緊急又
は臨時に開催する可能性があることを踏まえて、開催
することができるようにする。

4/4

運営協議会・利用者懇談会等における意見
※確認事項は除く

（利用者懇談会［平成28年度第１回］）
「運営協議会」、「利用者懇談会」については、市
だけがやるということもないだろう。
指定管理者と協働で、役割分担をすればよい。
指定管理の下請けが始まってしまう。
その他の対応案についても、ある程度の柔軟性が
あったほうがよい。例えば、昼食の市民開放で１分過
ぎた場合はどうするかということもあるだろうし。
今日の利用者懇談会も、３グループくらいに分けた
りしてやってもよかった。
市民活動団体はそういう考えをもっている。
一緒にやればもっとよい。
新しい血というか、指定管理者がどこになろうと
も、一緒にやるのがよいと思う。

４

その他（１団体あたりの利用上限（回数・数量）等以外で、新たに例規に定める必要があるもの）
対応内容

No.

項目

課題・問題点

「管理運営要綱」又は「施設等の利用に関する要領」
に定められている事項

多目的展示コーナーについて、利用を希望する団体
が多いことから、利用しようとする日の属する月の３
月前の１日（※１）の18時より、利用を希望する団体
が集まり、利用調整会を実施しているものの、例規
（条例・規則等）による定めがなかった。
3 多目的展示コーナー

4

団体ロッカー・メール
ボックス

6 ラウンジ

市の考える対応（案）
［平成28年度第１回運営協議会時］

多目的展示コーナーの利用調整会について、現行の （利用者懇談会［平成28年度第１回］）
運用内容を精査し、必要に応じて修正した上で、その 「多目的展示コーナー」について、話し合う場は、
内容を定める。
今後も担保してほしい。

※１ 施行規則第７条第４条において、多目的展示
コーナーの利用等の申請書を提出する期間について、
「利用しようとする日（以下「利用日」という。）の
属する月の３月前の月に属する日で市長が定める日か
ら利用日までの期間」としていることから、その初日
にあたる１日に、利用調整会を実施している。

団体ロッカー又はメールボックスの鍵（ダイヤル
式）は、閉め方に順番がある。
その順番を誤ることにより、鍵番号が変わってしま
い、鍵が開かなくなってしまう事案が多数発生してい
る。その都度、センター職員が、セキュリティ上、本
人確認などを行い対応しているが、開錠を希望する者
が団体の代表者や担当者でないことも多く、窓口でト
ラブルになることがある。

団体ロッカー又はメールボックスについて、鍵番号
の忘却等による鍵の開錠依頼は、施行規則第７条第３
項に規定する証明書を提示の上、依頼書により行う。

ラウンジを設置し利用に供しているものの、その管
理運営に関し必要な事項について、平成28年３月31日
ラウンジの管理運営に関し必要な事項として、以下
平成28年４月１日より、施設等の利用に関する要領
まで、例規による定めがなかった。
の内容を追加する。
第４条各項において、以下の内容を定めた。
また、「食事をしながら、市民活動に関する打合せ
（利用者懇談会［平成28年度第１回］）
やミーティングができる場所」として、施設等の利用
（案）テーブルの使用区画数
昼食時間の市民開放について、そこから市民活動に
○ テーブルの使用時間:３時間以内
に関する要領第１０条第１項において、南ラウンジを
：１団体につき２区画以内
つながることもあるのだから、よいのでは。
○ 個人の学習や読書による利用が可能なテー
食事することができる場所としているが、実質的に
（案）昼食時間（12時から13時まで）における
ブル（＝（市民活動）優先スペース）の設置
は、市民活動に関係なく、食事ができる場所となって
南ラウンジの開放
いる。
左記のとおりの対応とする。
コミュニケーションボードやパンフレットラックの
管理運営に関し必要な事項として、以下の内容を追加
する。

コミュニケーション
ボード（ポスターの掲
10 示）又はパンフレット
ラック（チラシの配
置）

運営協議会・利用者懇談会等における意見
※確認事項は除く

平成28年４月１日より、施設等の利用に関する要領
コミュニケーションボードやパンフレットラックを 第６条各項において、以下の内容を定めた。
（案）チラシ及びポスターの設置数
設置し利用に供しているものの、その管理運営に関し
：１団体につき５種類以内
必要な事項について、平成28年３月31日まで、例規に ○ 利用手続きの方法
：１種類につき50枚以内
○ チラシ及びポスターの設置期間
よる定めがなかった。
（案）チラシ及びポスターの必須記載事項
：２ヶ月以内（１ヶ月の更新可能）
：発行団体名・担当者名・連絡先・発行の趣旨
等
（案）チラシの設置区分
：イベント情報・会員（仲間）募集・支援（相
談）窓口・助成金情報等
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対応内容
No.

項目

課題・問題点

「管理運営要綱」又は「施設等の利用に関する要領」
に定められている事項

市の考える対応（案）
［平成28年度第１回運営協議会時］
資料閲覧コーナーには、以下の資料を設置する。

11 資料閲覧コーナー

資料閲覧コーナーを設置し利用に供しているもの
の、その管理運営に関し必要な事項について、例規に
よる定めがなかった。

（案）設置する資料：登録団体の情報ファイル、中間
支援施設・その他市民活動団体の情報ファイル、市民
活動に関係する書籍・資料、国・地方公共団体等が作
成した資料等

コインロッカー等の利
用方法

コインロッカーについて、利用は１日かぎりである
ものの、荷物を置いたまま、鍵を返却しない事案が発
生している。また、コインロッカー、プレイルーム、
授乳室、バリアフリーパントリー等について、その利
用方法を精査する必要がある。

コインロッカー等の利用方法について、現行の利用
方法を精査し、必要に応じて修正した上で、その内容
を定める。

施行規則第７条第４項
15 に規定する「市長が定
める日」

施行規則第７条第４条において、多目的展示コー
ナー、団体ロッカー、メールボックス又は貸出機材の
利用等の申請書を提出する期間について、多目的展示
コーナー又は貸出機材に関しては、「利用しようとす
る日（以下「利用日」という。）の属する月の３月前
の月に属する日で市長が定める日から利用日までの期
間」、また、団体ロッカー又はメールボックスに関し
ては、「利用日の属する月の１月前の月に属する日で
市長が定める日から利用日までの期間」となっている
ものの、「市長が定める日」については、例規による
定めがなかった。

市長が別に定める日について、「１日」（ただし、
１月については、４日とする。）として定める。

20 ゴミの持ち帰り

発生したゴミは、利用者が持ち帰ることとしてお
り、ゴミ箱も設置していないが、例規による定めがな
かった。

12

ゴミの持ち帰りを定める。
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運営協議会・利用者懇談会等における意見
※確認事項は除く

資料６−３

さいたま市市民活動サポートセンター管理基準等策定に係る関係要領の整理
について

１

整理前［現在］の関係要領
（１）さいたま市市民活動サポートセンター通常開館時における物品の販売、材料費等
の料金徴収に係る取扱い要領
（２）さいたま市市民活動サポートセンターフェスティバル等における物品の販売、募
金、材料費等の料金徴収に係る取扱い要領
（３）さいたま市市民活動サポートセンターにおける署名活動に係る取扱い要領
（４）さいたま市市民活動サポートセンターにおけるさいたま市財産規則の規定に関す
る要領

２

整理の方向性
（１）さいたま市市民活動サポートセンター条例施行規則第１６条第１項第１号に規定
する寄付の募集、物品の販売、飲食物の提供等に関する要領を統合する。
※「１ 関係要領（改正前［現在］）」の（１）（２）（３）
（２）基準や手続き等をより明確にするため、必要な事項（条項）を整理する。
※別添参考資料参照
（３）（２）に基づき、許可申請等に関する様式を整理する。
（４）行政財産の使用許可に関する要領について、許可対象の施設等として、
「多目的展
示コーナー」を追加する。
（５）
（１）から（４）までの精査に合わせて、文言の精査も行い、必要に応じて加除修
正を行う。

３

整理後の関係要領
（１）さいたま市市民活動サポートセンターにおける寄付の募集、物品の販売、飲食物
の提供等に関する要領
※「１ 関係要領（改正前［現在］）」の（１）（２）（３）
（２）さいたま市市民活動サポートセンターにおける行政財産の使用許可に関する要領
※「１ 関係要領（改正前［現在］）」の（４）

さいたま市市民活動サポートセンター管理基準等策定に係る関係要領の整理について［参考資料］
物品の販売

材料費等の料金徴収

飲食物の提供

さいたま市市民活動サポートセンター通常開館
時における物品の販売、材料費等の料金徴収に
係る取扱い要領

○

○

○

さいたま市市民活動サポートセンターフェス
ティバル等における物品の販売、募金、材料費
等の料金徴収に係る取扱い要領

○

○

○

寄付の募集（募金）

署名

行政財産の使用許可

○

関係要領
さいたま市市民活動サポートセンターにおける
署名活動に係る取扱い要領

○

さいたま市市民活動サポートセンターにおける
さいたま市財産規則の規定に関する要領
施行規則第16条条文における記載

○
○

実施（使用）[可能]者

○

○

さいたま市市民活動サポートセンター条例（平成１９年さいたま市条例第２０号）第５条第２項の規定する利用の登録を受けた市民活動団体

多目的展示コーナーの利用許可

利用許可を受けた区域内（＝多目 利用許可を受けた区域内（＝多目 利用許可を受けた区域内（＝多目
的展示コーナー）及び期間
的展示コーナー）及び期間
的展示コーナー）及び期間

利用許可を受けた区域内（＝多目
的展示コーナー）及び期間

本市主催の行事等

許可を受けた区域内及び期間

許可を受けた区域内及び期間

許可を受けた区域内及び期間

許可を受けた区域内及び期間

本市との共催の行事等
実施（使用）
[可能]条件

本市より行事等に対する補助金又は交付金の決
許可を受けた区域内及び期間
定を受けて行う行事等

許可を受けた区域内及び期間

許可を受けた区域内及び期間

許可を受けた区域内及び期間

許可を受けた区域内及び期間

許可を受けた区域内及び期間

許可を受けた区域内及び期間

指定管理者が指定管理業務として実施する行事
等で、指定管理者との共催の行事等

許可を受けた区域内及び期間

さいたま市市民活動サポートセンターが開催す
イベントの実施区域内及び期間
るイベント等（＝フェスティバル等）

イベントの実施区域内及び期間

イベントの実施区域内及び期間

イベントの実施区域内及び期間

市長が特にやむを得ないと認めるとき
情報発信

許可を受けた区域内及び期間
○

○

○

○

○

市民活動を推進するために広く市民が参加でき
る行事等を開催する場合
法令（等）に反していない

許可基準等

推進条例第２条

ア［宗教］に該当しない

推進条例第２条
ない

ア［政治（主義）］に該当し

推進条例第４条

ア［選挙］に該当しない

○
○

○

○

○

営利ではない

○

○

○

○

公益である

○

○

○

○

団体が制作したもの又は仕入れたものを原価で
提供するもの

○

○

○

○

保健所の手続き及び書類の提出
○

○

○

○

現在の科学で説明できる

○

○

○

○

使途が明確である

○（秩序を乱すおそれ）

○

○

○

○（政治活動）

○

○
○

○

常識的な判断で高額でない

実費程度の徴収である

○

○
○

団体の活動目的や内容に適合している

○

個人情報の取扱に十分注意している

○

その他

○（トラブル等の対応）

○（施設の損傷／市長が不適当と
認めるとき）

