
第１回 茅ヶ崎市市民活動推進委員会 会議録 
 

 

 議題 

(1) 平成２８年度茅ヶ崎市市民活動推進委員会開催スケジュールにつ

いて 

(2) 平成２７年度実施市民活動推進補助事業、協働推進事業実施報告

会について 

(3) 中間支援の今後のあり方について 

 日時 平成２８年５月１６日(月) １６時１５分から１８時３０分まで 

 場所 市役所本庁舎４階会議室３ 

 

出席者氏名 
 
 
 
 
 
 欠席者 

 

飯田雅代 伊藤隆 窪田圭佑 椎野典子 秦野拓也 岩澤あゆみ 

上遠野泉 西山国男 大江守之 島田俊夫 中川久美子 水島修一 

山田修嗣 

事務局４名 

（市民自治推進課 平野部長 松岡協働推進担当課長、前田担当主

査、金子、原田） 

 
 

  会議の公開・非公開 公開 

 傍聴者数 ３人 

 非公開の理由   



 

【事務局】 皆さん、こんにちは。定刻を少し過ぎておりますので、これから会議を開催させていた

だきたいと思います。 

 開会に先立ちまして、職員が、私も含め多少かわっておりますので、まず、今年度の担当の職員の

自己紹介を冒頭にさせていただきたいと思います。 

【平野総務部長】 皆様、こんにちは。総務部長の平野と申します。昨年度から引き続きでございま

すので、今年度もどうかひとつよろしくお願いいたします。 

【事務局】 改めまして、皆さん、こんにちは。私は平成28年４月の配置替えで市民自治推進課協働

推進担当に担当課長ということで着任いたしました松岡と申します。よろしくお願いいたします。そ

れまでは、保健福祉部の保健福祉課で地域福祉の推進ということで、市の社会福祉協議会の皆様とか、

あとは地域の福祉関係の団体の皆様と一緒に地域福祉を中心としました活動を一緒にやってきており

ます。今度は市民自治推進課ということで、また引き続き、地域の皆様と一緒に活動をさせていただ

きたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

【事務局】 皆様、改めまして、前田です。よろしくお願いします。私もここの担当でもう５年にな

りまして、本日で42回目の市民活動推進委員会でございます。40回を経てでも、新しくどんどん変わ

っていく推進委員会だと思っておりますので、引き続きよろしくお願いします。 

【事務局】 市民自治推進課の金子と申します。私も昨年度から引き続きでございまして、これで２

年目となります。昨年度に一巡しまして、ある程度概要がわかってきたかなというところですので、

また、さらにこの委員会で頑張っていきたいと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。 

【事務局】 私も、昨年度から引き続き務めさせていただいております市民自治推進課の原田と申し

ます。今年度もよろしくお願いいたします。 

【大江委員長】 それでは、今年度の第１回市民活動推進委員会を開会いたします。 

 本日の会議は公開で行いますので、事務局の方、傍聴者がいらっしゃいましたら、入室のご案内を

お願いします。 

〔傍聴者入室〕 

【大江委員長】 それでは、再開いたしますが、本日は、秦野委員が少し遅れていらっしゃるという

ことで、ほかは全員ご出席でございます。 

 本日の委員会の議事録署名人は、名簿の順番ということで、椎野委員にお願いすることにいたしま

す。議事録ができましたら、署名をお願いいたします。 

 それでは、議事に入ります。お手元の次第に沿いまして進行させていただきます。本日の議事は、

次第のとおりでございまして、大きく３つに分かれております。１番目が、平成28年度茅ヶ崎市市民

活動推進委員会の開催スケジュールについてでございます。２番目が、６月４日土曜日に実施いたし

ます平成27年度実施協働推進事業・市民活動推進補助事業実施報告会のスケジュールや評価について

の確認でございます。３番目が、中間支援のあり方ということです。 

 それでは、議題（１）から入りたいと思いますので、事務局からご説明をお願いします。 

【事務局】 それでは、事務局より説明申し上げます。資料を本日はたくさん配らせていただいてお

りますので、議題に沿って、議題の冒頭で確認させていただきます。 

 まず、議題（１）は、Ａ３の資料、こちらのみで説明させていただきます。 

 こちらのＡ３の資料の一番上段に「当委員会の今年の流れです」と吹き出しがございます。このグ

レーのラインのところ、全10回を予定しております。１回から10回まで５月から３月にかけて記載が
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ございます。四角の中に入っているのが、主な議題として予定している内容でございます。２段目は

協働推進事業、３段目は市民活動推進補助事業、げんき基金ですね。一番下が、サポートセンターの

管理運営事業の１年間の流れでございます。 

 グレーの市民活動推進委員会の流れに沿って説明を簡単にさせていただきます。 

 まず、①とある５月16日、こちらが本日でございます。本日は、中間支援のあり方についてを主な

議題とさせていただいております。続きまして、第２回は６月４日、実施報告会の予定でございます。

３回目は、行政提案型協働推進事業の公募のテーマを主な議題とさせていただきます。加えてアイデ

ア提案を今、募集中でございますので、その評価も加えさせていただきます。第４回、７月下旬から

８月上旬にかけて、行政提案型協働推進事業の公募のテーマと協働推進事業の評価の方法についてを

議題とさせていただこうと思っております。夏はしばらく期間をあけて、11月中旬に第５回、協働推

進事業として提案された内容の確認を予定しております。12月４日ですけれども、協働推進事業の公

開プレゼンテーションを予定しております。第７回は、協働推進事業のプレゼンテーションを受けた

評価会議、その後、げんき基金の募集期間を経まして、第８回は、げんき基金事業の提案された内容

の確認、第９回が、げんき基金として提案された事業の公開プレゼンテーション、第10回をその評価

会議とさせていただく予定でございます。 

 提案件数の多さ、少なさによっては回数が多少前後すると思われますけれども、この予定で進めさ

せていただこうと思います。よろしくお願いします。 

 説明は以上でございます。 

【大江委員長】 事務局の説明に対しまして質問等ございますでしょうか。 

 今年は勉強会とかはないのですか。 

【事務局】 内容によって、また新しいものが入って、皆様からリクエストがあれば、何回でも勉強

会をやりますので、よろしくお願いします。 

【大江委員長】 はい。 

 何かご質問とかございますか。よろしいですか。 

 それでは、議題（２）のほうに移りましょう。では、議題（２）についてのご説明をお願いします。 

【事務局】 それでは、議題（２）平成27年度実施協働推進事業・市民活動推進補助事業実施報告会

についてご説明させていただきます。 

 こちらについては、事前にお送りしている資料２と資料３、４、それに加えまして、本日お配りし

ております参考資料４をもってご説明させていただきます。お手元にございますでしょうか。 

 まず、ホチキスどめしております資料２をごらんください。こちらは６月４日の実施報告会の際に

配付させていただきます冊子のモデルとしておつくりさせていただいております。当日は、平成27年

度に事業を実施した団体や担当課から事業の実施報告をしていただきまして、委員の皆様には、その

報告に対して質疑を行っていただき、評価をしていただくことが大まかな流れとなっております。 

 表紙を１枚めくっていただきまして、右側のページに当日の進行予定表がございます。ページ番号

がついておらず申しわけございませんが、ごらんいただけますようお願いいたします。 

 当日の開会時間は13時となっております。委員の皆様には、12時40分までに市民自治推進課までお

集まりいただきますようお願いいたします。 

 第１部の協働推進事業の実施報告会においては、各団体と担当課が合わせて10分程度でご報告をい

ただきまして、その後、質疑を10分程度行います。これを１セットとして全６事業のご報告をいただ

き、休憩を含めて午後３時44分を終了予定時刻としております。その後、16時から第２部の市民活動
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げんき基金補助事業の実施報告会が開始されます。こちらは、各団体から８分程度でご報告をいただ

いた後、７分程度の質疑をもって１セットとさせていただきます。こちらについても全３事業のご報

告をいただき、終了予定時刻を17時25分とさせていただいております。委員の皆様には、全ての報告

が終わった後に、控室にて評価票をご記入いただきます。 

 ここまでが当日の大まかな流れとなります。 

 次に、評価の説明に移らせていただきます。資料の番号が変わりまして、本日お配りしました参考

資料４をお手元にご用意ください。こちらの資料は、当日までに皆様にお送りする昨年度実施した事

業についての実施報告の書類でございます。 

 まず、１ページ目から、協働推進事業の報告書類がこちらに掲載されておりまして、こちらは、全

ての団体を整えることが、今、作業中ですので、１つの団体をピックアップして、各協働推進事業と

げんき基金の事業をご用意しております。 

 １つ目の事業、すみません、右上のタブの部分というか題名の部分が間違っているのですけれども、

こちらは、「これから働きたいママのためのプレおしごと講座」の報告書類でございます。 

 まず、１ページ目から、協働推進事業の実施結果の書類がございます。事業で実施した具体的な内

容や参加者の数などが記載されております。それに加えて、収支決算書が３ページから始まります。

そして、最後に協働事業評価書として、自己評価、団体と担当課の双方による評価と、あとは、事業

によっては受益者の評価をあわせて記入した協働事業の評価書を最後につけておりまして、以上の３

点で基本的な１セットとなっております。これらの報告の資料に加えて、当日の実施報告会で団体か

ら報告いただく内容を含めて委員の皆様には評価をいただきます。 

 協働推進事業の評価については、事前にお送りしております資料３に評価票をお配りしております。

当日使用する冊子が完成しましたら、あわせて皆様に当日お使いいただく評価票をお送りさせていた

だきます。今回の資料３については、そのモデル、書き方の内容についてお送りしているものです。 

 １枚めくっていただいて中をごらんいただきますと、左側に評価項目、評価要素や着眼点、あとは

評価の段階を記載しております。 

 こちらの左側の評価要素及び着眼点に基づいて、２の評価段階の５段階の評価をいただくこととな

ります。評価要素としましては、協働プロセス評価として、目的が共有できていたか、役割分担が適

切であったか、それぞれが単独で実施するよりも大きな効果が得られたかなどの視点で評価をいただ

きます。２つ目に、事業内容評価として、当初目標と設定していたものが達成できているか、受益者

となる市民の意見の反映や情報収集に努めることができたかなどの視点で評価をいただきます。 

 右側の個人票にそれぞれご記入いただくこととなります。今お配りしている資料については、それ

ぞれの事例といいますか例文を記載しておりますので、各項目１文程度のコメントをご記入いただき、

協働プロセスと事業内容についての評価を５段階でご記入いただくこととなります。 

 最後に、３つ目に全体評価として、協働のプロセスと事業内容を含めて、事業全体としてよかった

点や悪かった点などを含めた上でコメントを記載していただくこととなります。 

 協働推進事業の評価の仕方については以上でございます。 

 続けてになりますが、市民活動げんき基金の評価について、もう一度、参考資料４をお手元にご準

備いただきまして、資料の10ページからがげんき基金の報告書類でございます。 

 げんき基金については、事業実施報告書に事業の実施内容や参加者、日程などが書いてございます。

それに加えて17ページからの収支決算書、この２つが基本的なセットになっております。団体によっ

ては、事業の成果を表現するためにアンケートをつけていたりというような、各団体によって色が出
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ている形になります。 

 これらの紙ベースの資料と、あとは当日の報告を合わせて皆様にごらんいただいて、評価票にご記

入いただきます。げんき基金の評価については、資料４の評価票を皆様のもとにお送りしますので、

こちらも５段階の評価段階、評点で評価をいただくことになります。 

 資料４の裏面をごらんください。こちらに記載の例を載せておりますが、事業の実施状況について、

例えばスケジュールどおりにしっかりと実施できているか、また、しっかりと告知をして参加者を募

集できたかなどの評価を５段階でまず行っていただきます。そちらの内容については、その評価の理

由と、もし評価が低ければ、では、どうしたらもうちょっといい成果が出せたのではないかというよ

うな激励を含めたコメントをご記入いただければと思います。 

 ２段目の効果については、受益者となる市民の方にどのような効果があったか、あるいは反応や声

はどのようなものであったかといった視点で評価をご記入いただき、同じく評価の理由と発展や改善

のためのアドバイスをご記入いただければと思います。 

 最後に、全体を含めて、今後の事業の展開や発展について、事業の継続や発展のためにどんな工夫

が必要か、どのような発展が期待できるかといった視点でコメントをご記入いただき、３つの項目を

まとめさせていただいて、団体のほうに返させていただくような形となります。 

 長くなりましたが、説明は以上でございます。 

【大江委員長】 それでは、この件についてのご質問があれば、どうぞお願いします。 

 これの実施は、形式的なことですけれども、資料２の表紙に書いてあるように、本庁舎４階の会議

室２・３で行うということですね。つまり、ここが３で、隣が２で、ぶち抜きでやると。 

【事務局】 はい。 

【大江委員長】 私たちが12時40分に集まるのはどこなのでしょうか。 

【事務局】 市民自治推進課のほうにお集まりいただきまして、会議室が横にございますので、そち

らを控室とさせていただきます。 

【大江委員長】 控室は、推進課に向かって左側、右側。 

【事務局】 向かって右側に。職員が待機しております。 

【大江委員長】 わかりました。 

 どうぞ、伊藤さん。 

【伊藤委員】 これは、報告会、質疑応答というのは、全体意見交換しかないのでしたかね。 

【事務局】 各事業ごとに質疑をしていただきます。10分、10分。協働推進事業であれば10分、10分

で。 

【伊藤委員】 コメントしますというのが質疑応答みたいなことになるわけ。 

【事務局】 そうですね。 

【事務局】 協働が10分、10分で、げんき基金のほうが８分で報告いただいて、７分の質疑の時間と。 

【大江委員長】 これは報告なので、質問というよりはコメントのほうにウエートを置いてくれとい

う感じで、この10分程度で、市民活動推進委員が、今後の事業展開や収支決算等についてコメントし

ますとなっているわけですね。 

【事務局】 はい。 

【大江委員長】 まとまってやるのが最後にあって、全体意見交換が15分とられているということで

すね。 

 ほかにはいかがでしょうか。 
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【水島委員】 いいですかね。 

【大江委員長】 どうぞ、どうぞ。 

【水島委員】 ちょっと読み込みが足りなかったら申しわけないですけれども、意見交換って、10分、

10分とか８分、７分とあるじゃないですか。それと一番最後と、同じメンバーでやるのですか。全く

同じ状態で。例えば全員集まって最後にやるとか。 

【事務局】 はい。 

【水島委員】 では、フリーに、そこはどの団体に聞いてもいいということですね。 

【事務局】 はい。 

【水島委員】 わかりました。 

【大江委員長】 多分、全体意見交換はどんな感じかというのをちょっと説明してもらったほうがい

いな。 

【事務局】 採択するときのプレゼンテーションの総括質疑と同じようなイメージですね。特に、こ

こで事業が終了しますので、今後の継続とか団体の発展に向けたような投げかけをしていただくとす

ごくいいかと思っています。 

【大江委員長】 既に次の事業のほうに展開するのが決まっているところはあるのですか。 

【事務局】 協働推進事業で言えば、１番目のうみのあお、そらのあおの「プレおしごと講座」に関

しては、今年度も少し内容を変えて実施しているところでございます。 

【大江委員長】 もう実施が始まっているのですか。 

【事務局】 始まっています。あと、げんき基金の「さいとうさんち」運営委員会の事業についても、

今年度も、げんき基金の事業の中でやっていただいている感じです。 

【大江委員長】 ダブっているので何か少し混乱するのですね。 

 ほかにはいかがでしょうか。 

 今年は比較的少ないのですね。 

【事務局】 はい。 

【大江委員長】 来年の今ごろやるものはとても多い。 

【事務局】 とても多いです。 

【大江委員長】 というので、今年は午後だけなのですけれども、来年は丸１日かかるというような

感じになると思います。 

 よろしいですか。 

 それで、いつごろ、今説明いただいたのは、ある種、見本を説明いただいたわけです。資料の２、

３、４ですか。これの実物が来るのはいつごろになるでしょうか。 

【事務局】 来週の真ん中から後ぐらいで、冊子と評価票と送れるかと思っています。 

【大江委員長】 はい。では、ご準備のほうをよろしくということで。 

 では、次に行っていいですか。議題（３）中間支援の今後のあり方についてでございます。 

 サポートセンターについては、昨年度のげんき基金補助事業見直しの議論の中でも、センターの団

体サポートについてさまざまな意見がございました。また、第８回市民活動推進委員会では、サポー

トセンターの見学を実施いたしました。そのあたりを含めまして説明を事務局よりしていただき、中

間支援施設の今後のあり方について議論したいと思います。 

 これが、説明が何分ぐらいですか。 

【事務局】 15分から20分ぐらいはさせていただく感じです。 
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【大江委員長】 それで５時ぐらいまで。その後45分ぐらい議論の時間がございます。今日のメイン

はこれなわけですね。 

【事務局】 はい。 

【大江委員長】 では、よろしくお願いします。 

【事務局】 それでは、議題（３）について、この議題の趣旨と資料の説明とこれからの流れを説明

いたします。 

 昨年度にかけまして、皆様には、げんき基金補助事業の制度のリニューアルや協働推進事業などに

ついてご議論いただきました。そのご議論の中でたびたびあらわれてきましたのが、中間支援施設の

市民活動支援についてのご意見でございます。今年２月に開催いたしました第８回市民活動推進委員

会におきましては、ちがさき市民活動サポートセンターの現地視察を行い、サポートセンターの現状

についてスタッフよりお話を伺い、委員の皆様にもご意見をいただいたところでございます。 

 今年度10月には次期４年間の指定管理者を公募する予定でございます。そこに向けて、今後、指定

管理者を募集するための募集要項や仕様の作成に入りますが、その仕様の検討に入る前に、皆様より

市民活動サポートセンターで実施していく中間支援についてご意見いただければと思います。 

 本日は、これまでのこの委員会でございましたサポートセンターに関するご意見や市議会でのご意

見及びサポートセンターで実施しました利用者アンケートの結果等を踏まえて、今後の中間支援施設

に必要なことなどをご議論いただければと思います。 

 ここで、資料の確認をさせていただきます。この議題（３）では、まず資料５、こちらは平成28年

度までの市民活動サポートセンターの管理の仕様書でございます。左上にホチキスどめしてあるとこ

ろでございます。資料６、こちらはＡ３サイズのものでございます。平成28年度市民活動サポートセ

ンターの年間事業計画。続きまして資料７、こちらはＡ４サイズ縦のものでございます。市民活動推

進委員会での市民活動サポートセンターに関する意見の一覧です。資料８、市議会決算事業評価での

市民活動サポートセンターに関するご意見の一覧でございます。こちらはＡ４サイズのものでござい

ます。最後に資料９、こちらはＡ３サイズ、カラーのものでございます。市民活動サポートセンター

の今後のあり方についてでございます。こちらを資料として使用させていただきます。お手元にござ

いますでしょうか。よろしいでしょうか。 

 それでは、資料の説明に入ります。 

 まず、資料５、市民活動サポートセンター仕様書、こちらにつきましては、今年度までのサポート

センターの仕様書で、２月に開催いたしました第８回の委員会にて皆様にご提供させていただきまし

た資料と同じでございます。説明は割愛させていただきます。 

 資料６、こちらにつきましては、今年度、サポートセンターが実施していく事業計画の一覧をお借

りしてきたものでございます。事業項目を左の列に記載してございます。 

 ざっと目を通しますと、表面のまず（１）、こちらには、市民活動に関する情報提供として、ホー

ムページの運営やニューズレターの発行、ガイドブックの出版などの記載がございます。表面の中段

（２）には、相談や調整に関する業務、表面の下段、（３）として市民活動推進のための事業として、

ＮＰＯの運営を支援するような講座や交流イベントの実施が上げられてございます。 

 裏面に参りますと、市民活動団体と行政との連携、大学との連携などの事業計画が表示されており

ます。裏面の（４）でございます。こちらには、市民活動団体の育成業務として、青少年向けのボラ

ンティア関連事業や切手の寄贈プログラムなどの実施の記載がございます。 

 続きまして、資料７をごらんください。こちらは、昨年度の市民活動推進委員会におけるさまざま

- 6 - 

 



な議論の中から、中間支援に関するご意見のみを抽出し、まとめたものでございます。いただいたご

意見は７つのグループに分類させていただきました。 

 まず、団体の育成に関するコメントといたしましては、市民活動団体自身が成熟していくための事

業に傾注すべきだというご意見。市民活動団体のサポートに関するコメントといたしましては、市あ

るいはさまざまな主体が連携している補助の獲得のためのサポートや事業実施中のフォローなどを実

施すること。行政の事業の周知につきましては、市の制度、その他市の事業に関するＰＲの内容のコ

メントをいただきました。団体活動の調査・報告に関しましては、例えば、げんき基金補助制度につ

いての企画書作成会の支援に加えて、報告につきましても、団体の報告のほかに、サポートセンター

でも、イベントの視察を経ながら報告をするというようなことも考えられるというご意見を皆様から

いただきました。サポートセンター自体のＰＲにつきましては、さまざまな有効な取り組みがあって

も、サポートセンター自体の知名度が低いと市民の目にとまらないので、日ごろサポートセンターを

利用していない方に向けた知名度向上のプログラムがあるとよいというようなご意見でございました。

その他、市の制度構築への参画につきましては、市民活動に関する経費はどのようなものか、費目や

金額、全国的なトレンドなどを分析しガイドラインのようなものをつくれないかというようなご意見

をいただきました。 

 この資料７の内容につきましては、後ほど説明させていただきますＡ３の資料９にも登場いたしま

すので、よろしくお願いします。 

 続きまして、資料８をごらんください。資料８は、市議会の決算時における事業の評価につきまし

て、サポートセンターの管理運営事業が取り上げられ、評価された際の市議会議員からのコメントを

一覧にしたものでございます。 

 まず、項目の一番上でございます利用につきましては、サポートセンターを利用したことのない人

にとっては、初めて利用する際にハードルを感じるというようなご意見がございました。指定管理委

託に関しましては、連続して指定管理を受託し続けると、競争性がなくなることや利用者が固定され

てくるといったご意見でございました。そのほかに、利用者ニーズへの対応や地域との連携を図る必

要性、産官学などさまざまな業界とともに実践した事業に関するご意見がございました。 

 この資料８につきましても、一部資料９に表現させていただいてございます。 

 続きまして、資料９をお開きください。こちらをごらんいただき、本日は、サポートセンターの今

後のあり方について、さまざまなご意見をいただきたいと思っております。 

 資料９の上段左側、黒い四角の１番でございます。こちらには、サポートセンターを取り巻く環境

と市の重要施策についての説明を記載させていただいております。 

 施政方針では、高齢期における社会参加の仕組みづくりや地域コミュニティ事業について、市を挙

げて積極的に取り組んでいくことが示されてございます。市民活動の支援の視点でも、シニア世代の

市民活動への参画や地域活動への参画、地域活動と専門分野の市民活動との連携などの視点において、

サポートセンター業務との関連性があるものと考えております。 

 上段右側、黒い四角の２番、こちらでは、現在のサポートセンターの業務の基礎となっている仕様

について記載させていただいてございます。 

 下段左側の黒い四角の３番をごらんください。こちらは、昨年、市民活動サポートセンターが実施

した利用者アンケートからサポートセンターの利便についての項目を抜粋したものでございます。上

段の項目から、個人利用者に対する満足度調査では、備品やロッカー、フリースペースなど、活動す

るためのツールに満足度が集中していることがわかります。続きまして、充実してほしいサービスと
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しましては、会議室や研修室、喫茶コーナー、多目的ホールなど、ハード面の充実を求めた声が多い

ことがあらわれています。利用理由、個人、団体、下の２つでございます。こちらでは、予約せずに

利用できることが一番のメリットとしてあらわれています。次いで、駐車場の利用や印刷の利用が満

足度の上位を占めていることがわかります。 

 市民活動推進委員会のご意見で承りました市民活動に関する相談に関しましては、利用理由、個人

では７位、団体では11位に位置してございます。 

 このアンケートにつきましては、本日、参考資料として皆様にお配りしておりますので、詳しくは

そちらをごらんいただければと思います。 

 続きまして、下段の黒い四角の４番をごらんください。四角の４番には、先ほど説明申し上げまし

た資料７の市民活動推進委員会でのご意見や資料８で説明しました市議会議員からの評価について掲

載したものでございます。黄色や青、緑、ピンクなど色付けをしてございまして、次の四角の５番に

連携しております。本日は、今からご説明いたします一番右側、四角の５番を中心にご意見をいただ

ければと思います。 

 四角の５番は、今後のサポートセンターの業務の中でクリアしていくべき課題のうち、ソフト面に

関すること、ハード面に関することについて、課題を解決するために担っていただくべき事項につい

て、事務局の考えをまとめてございます。 

 まず、ピンク色のラインの①でございます「現行の中間支援施設の役割の中でさらに強化すべき項

目」につきましては、市民活動推進委員会での議論や市議会からのご意見を参考とした項目を並べて

ございます。 

 １番の施設運営に関する業務の中では、利用者のみにかかわらず、サポートセンターを利用したこ

とのない方に向けたサポートセンターのＰＲの強化。 

 ２番の市民活動の支援等の取り組みに関しましては、団体育成や行政の事業の周知などのほか、企

業とＮＰＯの連携支援などを上げさせていただいてございます。２番の中で、地域コミュニティとテ

ーマコミュニティの連携につきましては、今年の施政方針でもお示しさせていただいているところで

ございますが、今年度から地域コミュニティ制度を運用する中で、地縁組織と一定のテーマで活動し

ているテーマコミュニティ、市民活動団体が連携できるよう、今後、積極的に取り組むことを位置づ

けたいという考え方でございます。 

 地域コミュニティ制度につきましては、その中心的な活動主体であるまちぢから協議会の運営に関

する資料を参考資料として本日、皆様のテーブルに置かせていただきました。Ａ４資料の１枚のもの

で、パワーポイントを７ページ分、両面で焼かせていただいているものでございます。イメージとい

たしましては、地域特有の課題を地域住民から成る協議会で抽出して、解決していくという取り組み

でございます。 

 もしよろしければ、この参考資料の裏面、６ページ目をごらんいただくと、地域コミュニティの認

定等に関する条例ということで条例の概要を載せさせていただいてございますけれども、②支援（第

４条関連）というところに、「市長は、認定を受けたコミュニティを対象とし、地域で公益を増進す

るための活動に対して、助成金を交付するなど必要な支援をします。」、こういった内容の条例がで

き上がっております。こういった支援を通しまして地域コミュニティの醸成を図っていくような制度

となっております。 

 協働推進事業やげんき基金の助成制度では、これまでも、飼い主のいない地域猫の適正管理事業で

すとか、郷土史を作成して、地域住民に地域を知ってもらい、伝統文化を継承する事業などについて、
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地域と連携して実施されていることは皆様のご記憶に新しいかと思います。そのような地域とテーマ

コミュニティの連携窓口となるようなセンターとなることや地域に根づいた団体の健全運営などをサ

ポートしていただくことに関して期待を込めたものでございます。 

 続きまして、Ａ３資料９に戻りまして、ピンク色のラインの②現行の中間支援施設の役割に追加す

べき内容のうち、１番の時間にゆとりの生まれたシニアの活動促進につきましては、施政方針で掲げ

ました長寿社会へ対応する市民活動の支援に関するもので、昨年度運用が始まりました長寿社会へ対

応した取り組みに沿って、シニア層の市民活動への参画を求めるイベントの開催を位置づけるもので

ございます。 

 このピンク色の②の２番、こちらは、将来の市民活動を支える若い方の市民活動への参画を求める

取り組み、３番は、市のさまざまな事業のうち、市民活動に関するものなどのＰＲ、４番は、市民活

動の実態を把握し、知識を蓄積する取り組みでございます。 

 この１番から４番までにつきましては、現在のサポートセンターでも自主的に取り組んでいただい

ている事業もございます。市として、市民活動支援の対応として将来のサポートセンターの業務に位

置づけるという案でございます。 

 続きまして、四角の最下段、ハード面について。こちらにつきましては、利用者アンケートより、

予約可能な個室空間のある会議室や活動を披露するスペース、カフェスペースなどが上げられてござ

います。ハード面に関しましては速やかに着手することができるものではございませんが、今後、さ

まざまな市民が好んで訪れるような空間の形成に配慮した施設拡充に向け、多様な視点を持って検討

していきたいと考えてございます。 

 議題（３）に関しまして、説明は以上でございます。ご意見のほどよろしくお願いいたします。 

【大江委員長】 ご説明ありがとうございました。 

 資料９の四角の５番が、事務局が思い描く今後のサポートセンターについて、ソフト面、ハード面

に分けて考え方が示されております。まず最初に、この四角の５番を中心にソフト面について意見を

いただきたいということでございます。 

 この中の１、２、３、４、５とありますが、これは、この項目全般に関してご意見をいただくとい

うことで、特にどれからということではなくてご意見をいただきたいと思いますが、まず、今の資料

の説明に関して、ご質問があれば、事実関係等についてよく理解してから進めたいと思いますので、

いかがでしょうか。どうぞ、伊藤さん。 

【伊藤委員】 このパワーポイントの６ページの説明で、第４条関連として、「市長は、認定を受け

たコミュニティを対象とし、……助成金を交付するなど必要な支援をします。」というのは、具体的

な予算措置とかの枠組みができているのですか。 

【事務局】 現在、市民自治推進課の隣の地域自治担当のほうで、各地域コミュニティのエリアごと

にこの制度の構築、審査する委員の公募ですとかといったものを進めているところでございます。金

額の枠につきましては、予算上はまだでき上がってございません。今後、この制度の運用に向けて、

各エリアごとに仕組みをつくっていくというような段階でございます。 

【伊藤委員】 所掌課が市民自治推進課ではなくて、隣の何というところでしたか。 

【事務局】 市民自治推進課に２つ担当がございまして、うちの協働担当と地域自治担当とございま

して、その地域自治担当のほうで進めている取り組みでございます。 

【大江委員長】 そうすると、情報は非常にスムーズに課の中で行き来するということですね。 

【事務局】 はい。 
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【大江委員長】 この認定というのは、例えば、これはいつからスタートしたのですか。もうスター

トしているわけですか。 

【事務局】 条例施行したのがこの４月。 

【大江委員長】 ４月から。それで、そういうふうに政策を進めている以上、例えば今年度に何地区

ぐらい認定したいというのは、普通は大体行政側に意図は出てきますね。それはあるのですか。 

【事務局】 地域ごとにその協議会の立ち上がりのタイミングなどが違いまして、地域のコミュニテ

ィなので、官製のコミュニティではないというところで、そのタイミングが大分違うので、まだ全然

でき上がっていないエリアもございますし、逆に、今できているところもあるのですが。 

【大江委員長】 今年度に認定する予定の地区は一体幾つぐらいあるのかという質問なのですが。 

【事務局】 ちょっとお調べして。 

【大江委員長】 まだ。つまり、さっきの予算がどれぐらいというのも、認定してから助成金の交付

になるわけですね。そうすると、今年度、もし途中で認定されると、その時点から助成金の交付が始

まる可能性があるわけですね。 

【事務局】 そうですね。 

【大江委員長】 ある程度、その助成金の原資みたいなものはプールしてあるということなのでしょ

うね。 

【事務局】 予算、はい。 

【大江委員長】 当然、全地区に関してこれをつくるという、まちぢから協議会をつくるということ

になるわけですね。 

【事務局】 はい。 

【大江委員長】 それはいつごろ全部につくるという。 

【事務局】 その進んでいないエリアがございますので、そのメンバーというのは地域の方ですので、

そのご意思に沿ってなので、いつできるとははっきり言えないところがございます。 

【伊藤委員】 一応、自治会がコミュニティという名前……。 

【大江委員長】 ではないですね。この３枚目のスライドに説明があるように、参画メンバーは、自

治会、地区社協、民生委員、青少年、大体似ているところですけれども。大体、自治会、町内会ベー

スのところですかね。 

【伊藤委員】 でも、それは、３番は協議会のことなのですね。 

【大江委員長】 認定されるコミュニティとは協議会のことでしょう。 

 どうぞ、島田さん。 

【島田委員】 ちょっと私の知っている範囲で。 

 このまちぢから協議会があるのが、今の説明にあったとおり、今年の４月に条例が施行されて、そ

のとき、ご存じのように12の自治会連合会が今までありました。地区を12に分けて。その連合会単位

で、今までの連合会というのは、あくまでも自治会の加入者を対象にしたいろいろな活動をやってい

ましたので、その地区に住んでいる自治会に加入していない人も含めた全ての人をこのまちぢから協

議会の会員といいますか構成員として位置づけて、今までは、まちぢから協議会という名前でなくて、

連合会があり、それから、個々に構成メンバーとして、社会福祉協議会とか推進協とか民児協ですか、

それがあったのですが、そういう団体を１つの組織としてまとめて、横の連携を今までより緊密にと

ろうと。地域が１つにまとまりやすい形をつくろうということで今、私は海岸地区というところにな

りますが、今年の３月に設立総会を開きまして、まだ実際の活動はこれからです。今お話にあった認
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定のための作業をこれからやろうとしています。 

 この認定に必要なのは、構成メンバーであるとか規約ですね。それから、必ず必要なのが公募の委

員を入れると。これは個人の資格で入ると。必ずしも公募して、それに応募する人がいないかもわか

らないけれども、そういう作業を現実に進めていますという、これは市の広報で、この地区でまちぢ

から協議会の委員を公募しますと出るのですけれども、そういう作業を経て、各地区のまちぢから協

議会が、規約、事業計画、予算というものをそろえて市に申請します。それを市の審査委員会が審査

して、適合していれば認可をもらえる。認可をもらうことによって、各まちぢから協議会が新しく実

施しようとする事業に対して、最大で年間200万円の補助が出るというように私は理解しております

けれども、実際は、まだ認定されたまちぢから協議会はないわけですね。現在、早いところで今、公

募委員を募集している段階だと感じています。 

【大江委員長】 多分、規約の標準版とかを市のほうで用意されてという、ゼロから規約をつくると

いうことではないですね。 

【島田委員】 はい。規約については、一応モデルみたいなものが提示されまして、それは、それぞ

れの地区で、ここはこうしよう、ああしようということで、それぞれの地区で規約をつくっています。 

【大江委員長】 はい。そういう、本来こっちの市民活動サポートセンターのあり方は、むしろテー

マコミュニティをこっちがやっていて、もう一方で進んできているまちぢから協議会とどういうふう

に連携するかということについて、サポートセンターがどんなふうにアプローチしたらいいのだろう

かということを、サポートセンターはこれから活動の中に柱になって入れていくわけですけれども、

それに対して、この委員会として何か提言したりすることがあればということでここに入っていると

いうことですね。そのために、今、地域コミュニティの理解を深めるということで質疑がいろいろあ

ったわけです。 

 どうぞ、中川さん。 

【中川委員】 質問ですけれども、サポートセンターの指定管理者のことですが、こちらで、私はち

ょっと勉強不足だと思うのですが、平成25年度から28年度の指定管理期間の仕様書ですと書いてある

のですが、この指定管理者の募集要項という２ページの一番上に要項とありますけれども、募集する

段階で、この指定管理者の用件とか条件とかということはどんなふうに設定されているのかというこ

とと、現実的に、今のサポートセンターをやっていらっしゃる方たち以外に手を上げるところがある

のかどうかというようなところ、あるいは民間企業とかＮＰＯ法人とか、法人の主体とか、あるいは、

茅ヶ崎市のことをよく知っているのか知っていないのかとか、茅ヶ崎市に関する地域情報の条件とか、

何か要件みたいなものがありましたら教えていただきたいのですが。 

【大江委員長】 お願いします。 

【事務局】 まず、今回の募集に関しましては、条件をなくした無条件での公募が１つ。提案される

方は、市内、市外も問わずというところが１つ。また、企業でもＮＰＯでもどなたでも提案ができま

すというようなルールで公募します。なので、完全公募という形ですね。 

 このサポートセンターに関しましては、第１期目のときに同じく完全公募で募集している経緯がご

ざいます。そのときは４者からの提案がございました。事業者もいれば、公益法人、あと、今担って

いただいているサポートちがさきの方というようなご提案でございました。 

 県内を見渡しますと、同じく公益法人がやっているところですとか、地縁的なＮＰＯ団体がやって

いるところもございます。また、県外に目を向けますと、民間事業者が担っているところもございま

す。また、民間事業者と市民活動団体が手を組んで提案しているところもございますので、公募をか
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けるとどういったパターンで出てくるかというのは未知数なのかと思います。ただ、提案されるとこ

ろが１団体かというと、複数挙がってきてもおかしくないような状況にございます。 

【中川委員】 そうすると、本当の無条件ということで。 

【事務局】 はい。ただ、プレゼンテーションしていただいて、採択・不採択を決めたいと。 

【中川委員】 もちろん選考委員会があるわけですね。 

【事務局】 はい。別に企画部で持っている指定管理の選考委員会で選考するのですけれども、その

評価項目の一部は、ほかの施設と違って、市民活動サポートセンターはこういう施設だというところ

を基調とした項目を複数設けさせていただいて評価をするのかなと。その中には、もしかしたら茅ヶ

崎の市民活動のことをよく知っているかどうかといった指標、判断できるようなものがあったりとか、

そういうものがあってもしかるべきかとは思っています。今後検討するべきことですけれども。 

【中川委員】 その仕様書というのは事業の中身ですね。何をやってもらうのかということですけれ

ども、それをやる主体を選ぶのが指定管理ですから、そこのところの入り口のところの条件設定とい

いますか、それは結構大事ではないかと思うのですね。要件みたいなものね。それをどういうふうに

お考えになるかということが、結構、一番重要ではないかという気がしています。 

【大江委員長】 どうぞ、伊藤さん。 

【伊藤委員】 ということは、この仕様書の３条の部分が、この５の課題の１～２に当たるとお考え

ですか。４条は施設そのものの維持管理ですね。したがって、このＡ３の５の①の１～２が、この３

条に盛り込まれていくというのがイメージだということですね。 

【事務局】 そうです。このＡ３の資料のピンクのラインの①の中は、現在の仕様書の条ごとの項目

をそのまま入れさせていただいて、検討いただく上でそのほうが見やすいかなという感じで作成して

います。実際、仕様を改めてつくるときには、行立てとか内容というのは変わっていくかと思うので

すけれども、今検討いただく上では、伊藤委員のおっしゃったような形になっています。 

【大江委員長】 すみません、もう一回。この①の１、２、３、４、５というのが、管理仕様書。 

【事務局】 はい。１番は本書の位置付けなので割愛しているのですけれども、２番、３番、４番、

５番と、その文言を使っています。 

【大江委員長】 仕様書のどこに対応しているのですか。 

【事務局】 １番で、４ページに３番とございます。 

【大江委員長】 ３番が２番ね。 

【事務局】 はい、そうです。 

【大江委員長】 あとは、では、１つずつずれてあるということになっているということですか。 

【事務局】 はい。 

【大江委員長】 つまり、ここで意見をいただきたいのは、仕様書についての項目が上がっていて、

さっき中川委員からは、募集要項をどういうふうに、応募者を限定しないというお話なのですけれど

も、条件を課すかということが結構大事ではないかというご指摘があったのと、私も、公営住宅の管

理に関しては、県と、ほかの神奈川県内の市のものとやっているのですが、どういう募集の仕方をす

るかという条件設定でちょっと、指定管理の対象によってもちろん違うのですけれども、かなり効い

てくる部分があって、かつ、普通の指定管理ですと、予算を提示して、それに対して提案額が示され

るわけですね。通常の本当にハードウエアの管理ということになると、より少ない費用で、より高い

パフォーマンスを提案したところが勝つとなっているのですが、その金額がチェックのきくような仕

組みになっているケースが多い。 
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 神奈川県の場合には、県全体の指定管理者選定委員会の中に、私がやっている公営住宅の住宅部会

というものがあってとなっているわけですね。その住宅部会の募集条件に関しては、担当課がもちろ

ん考えるとしても、全体の元締めのところでいろいろ議論したりしてかなり詳細なものが来るのです

が、やってみると、やはりそこをどうやったかということが１つ効いてくることと、それから、審査

基準ですね、個別の審査基準というので、チェックをどういう組み方にするかによって、どういうと

ころが選ばれるかというのが割と傾向が決まってくるので、無条件というのは大胆だなという感じが

するのですけれども。 

【中川委員】 私も、横浜市での経験ですけれども、横浜会議という政策提案の公募をやったりする

ことがあるのですが、基本的に、大きなシンクタンクがゼロ円入札みたいな形で１円入札に対して出

てくるわけですよ。ですから、もちろんそういうものはもう外れていますけれども、価格の問題だけ

ではなくて、中間支援の組織の機能がどういう意味で茅ヶ崎の市民にとって重要なのかという観点か

ら、公募要項と、なおかつ、その仕様書というものの重要性を評価していく、考えていくことが必要

ではないかと思います。 

 それは前回もちょっと発言したと思うのですけれども、そういう中で見たときに、こちらの提案さ

れている９の中の市政の重要施策というものを総合計画の中でかなりきちんと議論されて計画を立て

られていると思うのですが、市民活動というのは、総合的な政策的なレベルということよりは、むし

ろ個別の、非常に小さいけれども、先駆的あるいは、そういう小さいニーズというものをキャッチし

て、素早く対応していくというところがありまして、そういうものをどうやって広げていくかとか、

あるいは行政との連携、あるいは行政の施策に位置づけていくかというボトムアップの力みたいなも

のを支援していくのも非常に重要ではないかと思うのですが、ちょっとその辺がもう少し書かれてい

てもいいのかなと。そのソフト面の中にですけれどもね。 

 基本的には、こちらは少子高齢とか、非常に大きな変化も出てくる社会へ移行していくわけですか

ら、その移行の中で、必ず市民の中に種とか芽みたいなものが出てくるわけであって、そういうもの

をキャッチしてということが、市民活動の基本的な本来的な活動の本質と言ったら変ですけれども、

そんなふうなものではないかと思うものですから、そういうところも少し入れ込んでいただいたほう

がいいかなと思いました。 

【大江委員長】 何か。よろしいですか。 

 今の点について、関連してですか。では、どうぞ。 

【伊藤委員】 公募の仕方として、ソフト的な企画を一旦公募して、その後、予算を詰めていって、

もう一度詰める方法があると思うのですけれども、これは基本的に一発で指定管理者を決めていく方

式ですね。だから、一発で決めるとなると、この４条もしくは３、４のような施設管理に関しては、

それなりの競争原理が金銭的には成り立つと思うのですけれども、この３条であるとか２は、ソフト

のアイデア勝負で、恐らく幾らで設定するか、幾らが妥当かというのはすごく難しいと思うのですね。 

 今のサポセンは、とにかくこの施設ありきで公募しようとしている、施設に附帯する業務としてや

ろう。しかも、施設のほうは４条になっていて後になっていて、３条のアイデアのほうが、仕様書、

契約書あるいは皆さんがお示しになる、市が示すものとしては優先されているということで、すごく

難しいとは思うのですが、テクニカルな面だと、もう時間的にも市にお任せするしかないような気が

するのですね。どんなアイデアが出てくるか、それをどれだけの値段が適当かというのがすごく難し

い作業なので、ここは、先ほど中川委員がおっしゃったように、ゼロ円で勝負してくるところも市民

団体だと幾らでもあると思いますし、施設のほうは、ゼロ円になるとどうかとは思うのですが、そこ
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が、ソフトの話を恐らくここではすべきのような気がするのですね。 

【大江委員長】 指定管理者制度というのは、基本的にハードの管理なので、だから、この市民活動

サポートセンターの指定管理が、指定管理制度にそぐわない部分もあるかと思うのですね。そこはあ

る程度工夫しないといけない。つまり、本来的にハードの管理に対してお金を積算して出すことにな

っているので、そこにソフトを乗せるとすれば、多分、横浜市の市民活動支援センターを僕はよくわ

かっていないのですけれども……。 

【中川委員】 あれは、協働協定書方式といいまして、指定管理ではなくなっています。 

【大江委員長】 そうですか。指定管理ではなくなっているのだ。 

【中川委員】 はい。 

【大江委員長】 それで、僕はちょっとそこに職員でいた教え子がいるので、その話などから推測す

ると、結構市がいろいろな事業を、例えば研修事業であるとか、そういうものをそこに出していくの

ですね。それを実施することをその市民活動支援センターの機能として行っているとやっていますね。 

【中川委員】 そういうこともやっていますね。それもやっているし、自主事業もやっていますけれ

ども。 

【大江委員長】 そうすると、例えば、本当にこの市の重要施策とサポートセンターの業務の連携と

いうことを考えると、選定したところにそういう業務を別に委託して、そしてそれを実施する力があ

ることを要件とするというやり方も恐らくあると思うのですね。そうでないと、ソフトの部分を本当

に動かすというのを、基本的に、ハードの管理のために積算した予算の中でソフトを幾らうまくやっ

てくださいと言ったって、どうしても限界がある。そして、今のユーザーは、このアンケートに出て

いるように、ハードのことしか書いていないわけですね。まさにハードの指定管理者になっていて、

ハードは使いやすくなっていますかということが評価されている。すると、今までの皆さんの意見に

出てきているような、本当にソフトの中で、これから、さっき中川さんがおっしゃったように、小さ

い出てくる芽みたいなものをうまく発見して育てていくとか、そういうことがかなり大事なことなの

だけれども、そういう活動を実現するような枠組みにあまりなっていないのですね。指定管理制度そ

のものがね。 

 かつ、選定委員会は、きっとほかのハードウエアの選定と同じような形のマインドで進められてし

まうおそれもあるのではないかというところがちょっと気になったりしているのですけれども、中川

委員、伊藤委員、私の幾つかの意見についてどうお考えですか。 

【事務局】 中川委員のおっしゃられたような、市民活動の特性として、思うような専門分野につい

て活動していただいていて、直営と、市がやるのと何が違うかというと、小さいニーズとか、地域特

有のニーズをどう拾って、どう活動しているかというところが一番違うところなので、そういったと

ころは、市の重要な施策云々に関係せずにどんどん伸ばしていくべきものであって、そういうところ

を中間支援的にサポートしていくところが、本来の市民活動サポートセンターの業務の大きいところ

だと思いますので、そういったところは必ずやっていただけるような内容にしたいというのが１つ。 

 伊藤委員、大江委員長のご意見もいただく中で、市としては、募集の対象をかなり広くするという

ことは、企画部の出している公民連携のガイドラインとか指定管理のガイドラインの中ではもう示さ

れているので、限定した形の公募にはいたしませんけれども、少なくとも、採択基準とか点数の評価

の基準の中では、そういったビルメンテナンスの会社がとってしまうような指定管理の特性の施設で

はないので、必ず市民活動の中身に触れられるような評価項目は位置づけていきたいと。それは、指

定管理を所管している企画部とも調整して、うちの施設は、ビルメンテナンス的なものではないです
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よというところは必ず入れさせていただくと。そういった方向で検討したいと思います。 

【大江委員長】 どうぞ。 

【伊藤委員】 そういうことを踏まえた上で、ソフトは、本来的には、本来というか、やり方として

は別建てで、どの団体、あるいはサポートセンターの指定管理者を受けたところが、別な形でお金を

受け取ってできるほうがやりやすいとは思うのですが、そこはもう市の今の制度に準ずるしかないと

思うので、僕がちょっと気になっているのは、このサポートセンターに期待しているソフトの中身な

のですけれども、団体の育成から、ここの団体活動の調査・報告まであるのですが、大きく言って、

いろいろなＮＰＯを取りまとめる役割ですね。ＮＰＯというか市民団体を。それから、取りまとめた

上で、対外的に、例えば先ほどの地域コミュニティとのつながりをどういうふうにつくっていくかと

いう、その外向けの活動と中向けの活動、それから、もう一つは、今のサポートセンターニュースを

見てもわかるのですけれども、どちらかというと、これは、サポートセンターに集っている団体向け

であるのですね。例えば、これは市民向けではないと。僕は、はっきり言って記事は、普通の市民が

見てもあまり興味を示さないのではないかと思うのですね。 

 幾つかのここに上がっている施策を見ると、多方面に市は期待していて、もう少し重点をはっきり

させたほうがいいような気がするのです。特に、例えばこのサポセンのニューズレターというのはと

ても大きな媒体だと思うのですけれども、これは明らかに市民活動をやりたい人たち同士が情報交換

するような中身になっている。そこが、例えば団体活動をサポートするであるとか、団体を育成する

であるとかという形にもう少しシフトしていったほうがいいというのが私の個人的な意見ではあるの

ですけれども、要は幾つかのアンケートで出てくる施設の利用に関してはいろいろな工夫をすればい

いと思うのですが、どうもサポートセンターが市民からもう少しＰＲが欲しいという、この１番です

ね。これは、やはりサポートセンターに現在市が負わせている機能が、そういった市民活動をやって

いる団体同士の連携というところに少し傾きが強過ぎるような気が僕はするので、そこをもう少し外

に向けて、さっき質問したこの地域コミュニティとの形が何かできてくるならば、もう少しそれに向

けて全体を取りまとめるであるとか、全体を底上げするであるとか、あるいは意見をまとめるである

とか、力をまとめるであるとかというような機能を期待したほうがいいような気がするのです。今は、

どちらかというと内輪の感じがします。 

【大江委員長】 椎野さんは、もうすごく発言したい気が漂っているし、市民活動を行う者の代表者

として椎野さんと秦野さんがいらっしゃるので、ぜひご意見をいただきたいと思います。 

【椎野委員】 今、皆さんのお話を伺っていまして、まさにそのとおりだと思うのですけれども、や

はりサポートセンターというのは、どこに基軸を置くかということを考えてほしいと思うのですね。

これは、やはり市民に対しての施設だということ、市民のための施設だということを念頭に置いてい

ただいて、では、どんな活動をするのかということで、先ほど伊藤さんからご指摘がございましたけ

れども、やはり市民活動団体だけということになると、広域的というものにちょっと欠けるのかなと

思います。 

 そういう意味でも今、うちの例を挙げると大変申しわけないですが、小田原市は、協働事業体とし

て、管理面とソフト面とに分けて、２つの団体が今受注いたしております。ですから、管理面だけは

もう別の団体がやり、そして、うちの支える会というのはＮＰＯを支える会ですけれども、その団体

がソフト面をやっております。そのソフト面というのも、ああいう大きな施設になると、もう自分た

ちの市民活動をＮＰＯ団体だけでは誰も見てくれない、誰も振り返ってくれないというので、市民全

体に通用するような記事を入れながら、その中に市民活動を支援するものを折り込みで入れようとい
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うような形で工夫をするようにいたしました。 

 ですから、やはりこれからやる、市民活動を受けるところは、そういう意味で、小さな枠の中だけ

でなく、これは対外的にもいろいろなところに、「ああ、そうなんだ」「市民活動ってこんなことし

ているのか」というのがわかるような、今度は広い目で見て、社会的なところでいろいろなことの活

動をなさるといいかと思っております。 

 今まで、私どももそうでしたが、市民活動団体に必要な、ニーズに合ったような講座を幾つか設け

てやっておりましたけれども、そうすると本当に固定化されてしまうのですね。ですから、今は全く

一般市民に合うような講座をやったら、多くの人がいろいろ入り交じって応募して、講座を聞きに来

てくださる。これで、例えば市民活動サポートセンターの役割とかというものが一般市民の方にもわ

かっていただけるという一つの手法にもなるかと思いますので、あまり偏らずにそういうところでお

やりになったほうが、これからはいいのかなということを思いました。 

【大江委員長】 今のお話は、小田原市の正式名称は何と言うのですか。 

【椎野委員】 小田原市民交流センター。 

【大江委員長】 市民交流センター。それで、ハードの管理の部分とソフトの部分を分けて市が発注

していると。ハードは指定管理になっているのですか。 

【椎野委員】 両方とも指定管理。 

【大江委員長】 そうですか。では、仕様が、ハード面、ソフト面と分かれていて、椎野さんのお話

は、そういうふうに分けることによって、ソフト面が充実した活動ができると。その一つの形が、市

民向けにいつもいろいろな活動を展開していくということで。 

【椎野委員】 そうですね。 

【大江委員長】 それが、ハード面と一緒にやるとやりにくいのですか。 

【椎野委員】 いやいや、やりにくくはないです。ただ、茅ヶ崎市の場合は、ちょうどいい大きさな

ので１つの団体で十分できると思うので。逆にそれのほうが、私どもが今まで小田原市でやっていた

ものも、全部自分たちでやっておりましたから、もう全部、管理もあれもやっていて、逆に活動団体

の方とコミュニケーションが非常にとれていたのですね。だけれども、今は管理部門とそういうもの

で分かれているので、なかなかそういういい面と悪い面がありますが、そこはこれからクリアしなが

らうまくやっていきたいと思っています。ただ、自由な発想で、自由に市民向けのいろいろなプラン

が実行できるのは非常にありがたいと思っています。 

【大江委員長】 それは、ソフト面の指定管理の仕様に関して、今おっしゃったような方向性が市か

ら示されていて、かつ、そういうふうに予算が組まれていて、その予算の執行ができるかどうかとい

う指定管理応募団体の……。 

【椎野委員】 実は大変でした。ある程度額が決まっているので、その中でよそに――実は、入札す

るときに８者あったのですよ。そこで、それから勝ち取らなくてはならないというので、かなり無理

をして予算を低くしながら、いろいろなものを企画しながらやっておりました。結局、実際にやって

いる中で非常に無理が出たので、そこでちょっと相談しながら、うまく今クリアしながら上手にでき

るようになりましたけれどもね。 

【大江委員長】 ということは、かなり仕様のほうが、そういう活動に向かせるようにつくられてい

るということですね。 

【椎野委員】 そうですね、それはありますね。 

【大江委員長】 秦野さん、いかがですか。発言しやすい部分としにくい部分とあるかもしれません
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けれども、どうぞ、委員の立場としてご自由にご発言。 

【秦野委員】 僕からのコメントとしては、大事なポイントが５つ、指定管理者として運営するとき

にあるかと思っていて、１つがハード面での場の提供と、２つ目が、恐らく人材育成の部分で、これ

から市民活動を始める人もそうだし、市民活動の担い手である人、それぞれを育てていくということ。

３つ目が、その人たちからの相談に対応する、要は対応できる力が必要。そして、その人たちからの

相談を受けたときに、連携だったりコーディネートをしていく、マッチングをしていく機能も必要で

ある。そして、そういった人たちの活動状況だったり相談を受けた内容について、きちんと情報を収

集して、管理をして、発信していく。多分その５つがすごく大事になるかと思っています。 

 このため、全体のバランスとしては、ハード面よりも恐らくソフト面のほうがかなり重要視される

ので、市民活動支援をする力がすごく大事だし、ぜひ、指定管理者を選定するときの評価項目にその

ポイントが反映されているといいなと思います。 

 そう思う理由としては、僕も実は今、まちづくりスポット茅ヶ崎という団体で活動しているのです

が、サポートセンターの利用頻度が正直少ないです。少ないのですけれども、例えばサポートセンタ

ーで発信しているホームページを見に行くことも僕は多いですし、時々行ったときに、置いてあるチ

ラシから得た情報をもとに活動していくときの材料といいますか、それにつながることも多いです。

なので、ぜひそういった形でやっていただけるといいなというのが１つです。 

 もう一つコメントをするとすると、今、アンケートを読み込んでいたのですね。市民活動サポート

センター利用者アンケート集計（団体）編を改めて眺めていたのですけれども、ちょっと分析したこ

とをコメントすると、任意団体の割合が約半数を占めている状況。そして、予算が50万円未満も約半

数。そして、団体の構成人数20名未満が約半数。恐らく事務所を持たずに利用している団体がすごく

多いのだなというのが、個人的に分析した結果です。 

 利用目的も見てみると、確かに会議・打ち合わせだったりとかの部分が多くなっていたりもするし、

掲示物・配架物の閲覧、きっと情報を求めに来たりとか、サポセン主催イベントの講座に参加する人

たちも多いので、サポセンに期待する役割は、そういうハード面とソフト面の両方がやはりあるのだ

なというのは読み取れます。 

 利用する理由の中にも、わからないことは職員にサポートしてもらえるとか、活動に関することの

相談ができるというのも比較的高い評価になっているとは思います。ただ、その中でも、やはり活動

できる場所を求める人たちも多いので、例えば（15）の施設・整備で充実してほしいサービスの中で、

会議室・研究室といった個室では、今フリースペースで自由に使えることがすごくうれしいという方

もたくさんいるのはあるとして、やはり区切られた空間があると、きっとより活動の発展につながる

と思うので、建て替えや増築も含めた検討があるといいなと思います。 

 そして最後、３つ目ですけれども、先ほど伊藤委員から、市民向け、活動を始めたい人向けの情報

もあるといいなとおっしゃっていたのですが、僕は、この年間事業スケジュールを見ていたのですけ

れども、サポセンニューズレターの発行の中で、５月にサポセン紹介号ということでvol.49が恐らく

近々発行される予定だと思うのですね。毎年発行されているのですけれども、もしかしたら、今後こ

のＡ３で２枚ものではなくて、冊子のようなものにまとめて、それを少し発行部数も多い状態のもの

を作成して市民の手に届くようにするのも一つかなと思いました。先ほどサポセン自体のＰＲのとこ

ろに強化すべきとあったので、もしそのあたりにきちんと予算をつけることができて、発行ができて

いけばいいのかなと思いました。 

 すみません、長くなりましたが、以上です。 
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【大江委員長】 ありがとうございます。他のことについても一緒にご発言いただきましたけれども、

何か今までのご発言について。 

【事務局】 私も、伊藤さんがおっしゃられたような、外向けの活動と内向けの活動のＰＲというと

ころで、その黄色のサポセン自体のＰＲって、ここはかなり重要だなと思っていて。というのは、こ

の資料７には、げんき基金の議論よりというところで、サポセン自体のＰＲ、サポートセンター自体

のＰＲの予算をつけてでもＰＲをしたほうがいいのではないかという、これは島田委員からいただい

たご意見で、地域の活動をされている方が、もしサポセンを知っていれば違うだろうというところが

あると。ただし、サポセン自体を知らないからうまく活用できていなかったというようなご意見をい

ただいて、げんき基金の制度の議論の中では、飯田委員からも、基金自体のＰＲがされていれば、知

り合いの中でも、資金があればもっと活動できるのにと言っている人もいますよというようなご意見

をたしかいただいたと思うのです。このＰＲは非常に重要で、これがされていれば、もっと効率的・

効果的に進められるかもしれない。現状のままだと、団体活動をしている人は利用するかもしれない

けれども、新しい人は開拓できないかもしれない。そういったようなことを考えると、もう非常に重

要なところを占めるのかなと。四角の５の②の中に、長寿社会とか若年層の社会参画に配慮したとか

１番から４番まで入れているのですけれども、ここは、どの番号をとってもサポセン自体のＰＲが非

常に関係してくるところだと思っています。なので、事務局としては、このサポセン自体のＰＲとい

うのは非常に重要だと考えています。 

 ４年前に協働事業の中で、市内の市民活動団体で頑張ってやっているところを対象に20団体ぐらい

にヒアリングをかけたことがあって、「課題は何ですか」と聞くと、「新しい参画者を求めたいのだ

けれども、なかなか集まらないことが課題です」とおっしゃっている団体がすごく多かったことを記

憶しています。それは、秦野委員がおっしゃったようなアンケートから見えるところとしっくり来る

ところかと思います。そこを改善するにもＰＲというのは非常に重要なのだという認識がございます

ので、次期の中間支援の実施していただく内容の中でも、このＰＲというのは大事なのかなというよ

うな認識がございます。 

 以上です。 

【大江委員長】 サポセンのＰＲって、サポセンのコンテンツをＰＲしなければいけないのだけれど

も、そのコンテンツ自体が、コンテンツというか活動自体が、今日の議論は、それは既に団体をつく

って利用している領域と、それから、まだ活動を始めていないけれども、何かやりたいと言っている

市民層と、その両方に向けてアプローチしなければいけないのではないかと。特に、現状では、これ

から始めようというところにうまく届いていない可能性もあると。そういうことは、ＰＲというとき

に、その層に向けて情報が出なければいけないわけですね。だから、それは、まさにサポセンの活動

内容そのものが、そういうことをきちんとやっているのだということをアピールしなければいけない

ということで、ＰＲは必要だと思いますが、ＰＲの中身をどうするかがかなり重要になってくるのか

なというのが、伺いながら、ちょっと思っていたことです。 

 ほかの皆さんのご意見を伺いましょう。こっちからでいいですか。 

【岩澤委員】 この市民活動推進委員会としては、この指定管理者の選考は別の機関があるから、ま

ずもって、こういうことをソフト面を充実させていったらいいのではないかというような提言をして

いく感じなわけですね。 

【大江委員長】 そうですね、サポートセンターがこんなふうにあってほしいということについて、

ここに幾つか示されていますけれども、それも含めてご発言いただければ、受けとめていただいて、
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支援のところに反映して。 

【岩澤委員】 そういう点でいくと、これは私の感覚かもわからないですけれども、やはり今の市民

サポートセンターのあり方というのは、意識が高い人たちだったり、それを使いこなせる人たちだっ

たり、もうやって、取り組んで、動いている人たちのためのものになりつつあるのかなという印象が

あるのですね。この形でげんき基金が、継続的に制度が継続されてきていたり、その助成金を受けて

少しずつ実際の活動を始められる団体が年を追うごとに実際増えていっているわけですね。実際、茅

ヶ崎全体のまちの取り組みも、これは国全体もそうでしょうけれども、市民一人一人がもっともっと

社会参画していかないといけないよねという中で、実態が追いつかなくなって、ちょっとずれが生じ

ているのが実際のところなのかなと。 

 やはり私もＪＣをやっていても、逆に、実際サポートセンターって使えると思っていなかったです

よ。メンバーでＮＰＯの活動を活発にやっている子が入ってきたことによって、いやいや予約しない

で使えるので、「今日委員会やる場所がないから、そこでやりましょう」みたいな話になって初めて、

「サポートセンターってこんなところにあったんだ」みたいなところから実は始まったこともあるぐ

らいで。 

 ということは、ＰＲもそうなのですけれども、伝えていると思っていても、あるいは伝えたとして

も、やはり情報って、キャッチする人は、その意識がある人だからキャッチするのですね。ない人た

ちにやっていくことは、結局、市民のためのサポートセンターなのですけれども、市としても、予算

を出す以上、その一人一人の意識を高めていくためには、その意識のないゾーンにいかに働きかけが

できるサポートセンターであるかというところは、市政にも大きくかかわってくるところかとは思っ

ていて。 

 なので、ＰＲなども絶対強化したほうがいいのですけれども、誰に対して、その人たちが何を知り

たいのか、時に、やはりその分野に携わっている人たちだけでつくろうとすると、すごく偏った目線

になってしまうというのですかね。例えばこのサポートセンターニュースとかもそうだと思うのです

が、やっている人たちは、わかっていてつくってしまっているから、全くわからない人たちにとって、

その言葉一個も、果たして通じるのだろうかという目線が失われていってしまうところがあるのです

ね。例えばＪＣも、毎年ＪＣの組織のＰＲカタログをつくるのだけれども、私たちは、やはり自分た

ちがいいと思って活動しているから、もういろいろなことを書きたいわけです。「こんなこともやっ

ています、あんなこともやっています。みんな仲間に入って」。でも、入っていない人から見たら、

多分、ぶっちゃけ、まず知りたいのは会費なのですね。「結局は幾らかかるの」というところが一番

知りたい。そうすると、それを載せないことには、お金をかけてツールをつくっても全くヒットしな

いのです。 

 なので、やはりそういうところはしっかりと分析していけるような能力を持ち合わせた団体運営を

していく必要があると思うのと、あとは、やはりボランティアをしていこうとか、いろいろな市民活

動をしていこうというのは、機運としてすごく高まっていると思うのですけれども、一方で質が、逆

に言うとすごくピン・キリになってきている気もすごくするのです。今までは、ある一定のすごく意

識の高かった人たちがリーディングしていたと思うのですね。地域の中でのボランティアとか。だけ

れども、今、いろいろな人たちにその裾野が機運として広げられている中で、逆に言うと、教育が追

いつかないというか、知識、知恵、経験とかが追いつかない現状があると思っていて、団体の育成と

かもそうですし、あとは、その団体の人たちは、そこに属するメンバーを育成する責任が多分それぞ

れ生じると思うのですけれども、その能力を団体が持ち合わせていないと、最終的に活動されていく

- 19 - 

 



一人一人の市民が一向に育っていかない。ここを、現実を、ニーズの把握をどういうふうに検証しな

がら実態を進めていくかみたいなところが、どうしても年間計画とかを立ててしまうのだけれども、

その中で幅、のり代というかがちょっとないといけないのかなという感じはしているのですが。 

 まとまらなくて申しわけないですが。 

【大江委員長】 これからの市民活動をしていく新しい層に対して目を向けていくということを２つ

の面からご発言いただいたかと思います。 

 では、どうぞずっと。ハードについても、さっき秦野委員からは少しご発言いただきましたけれど

も、そこも含めていただければと思います。どうぞ。 

【山田委員】 ちょっと発言が、「ソフトメン」というキーワードに苦手意識がありまして。小学生

のころ、食べられなくて昼休みを失った経験がありまして、今でもソフトメンと言うと、何かそのと

きの記憶が蘇るので、なかなか発言しづらかったところですけれども、資料８は、結構影響力は大き

いのですか。 

【事務局】 こういう視点で市議会の議員さんは評価されていると。 

【山田委員】 これは、やはり入れないといけないというか。 

【事務局】 いや、入れなければいけないということはないです。これも複合的に考えると。 

【山田委員】 すみません、僕、２月に議論に出られなかったのでそれもすっ飛ばして発言してしま

うかもしれないのですが、この市議会の評価の、より有効に利用されるようにというところにあまり

引きずられてしまうと、今日の資料９の５番の課題と今後の方向性と――あえてソフト面と言わない

ところが僕の立場なのですけれども、これが、随分市の施策を流す機能しか、ソフト面と言いながら

出てきていないような気がする。どちらかというと一方通行の機能を任せてしまうようなところに陥

りがちなので、それが相互に情報がサポセンを通じて交流するというところに、多分中間支援の一番

基礎の部分があるような感じがするので、その辺をもう少し方向性のところに書いてもいいのかなと

いう感じがしました。 

 それから、２番目ですけれども、これも既に議論が出ているのであまり繰り返しては言いませんが、

地域コミュニティとテーマコミュニティの連携に代表されるように、多分、サポートや情報収集や情

報提供のノウハウが、違う領域にアプローチするというところももう少し記述してもいいのかなとい

う気がしています。その記述ができてくると、募集要項にこんなことを書いたらいいのではないでし

ょうかというのが企画部に言いやすいと考えられますので、どんなノウハウを、どんなふうに今まで

も活用して、こんなことが達成できてきたというところに基づいた記述が、①、②の中にあってもい

いのではないかという気がしました。 

 ５番のこの四角のところの中についてです。 

【大江委員長】 今の点で具体的なことを何かちょっと例を言っていただけますか。 

【山田委員】 はい。例えば長寿社会ですとか、そういうプロジェクトの中には、いわゆる地縁的人

間関係を最大限に発揮すべき部分と、それから、価値、関与やテーマコミュニティとしての人間関係

を活用する部分があって、それぞれ、多分ノウハウや受けとめ方やさまざまな活動とか対応の仕方が、

それなりの特性を持ったところが必要になってくる可能性があると。その記述がもうちょっとできて

くると、こういう人が欲しかったのだとか、こういうところにお任せしたいのだというのが見えてく

るので、ソフトの対応というのは、その辺が描かれてくればさらにいいのではないかという感じがし

ました。 

 依然として、ハードの利用についてはできている部分が大きいので、これをさらに伸ばしたいとい
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うところは、これは着実にやっていただければいいと思いましたので、それは、むしろ今までの議論

と同じように、お金の縛りでも何とか評価できるところではないかという気がしているので、むしろ

この上のほうの記述にちょっと足せば、もう少し足せば、いいところが見えてくるという感じがしま

したという意味です。 

【大江委員長】 はい。 

【水島委員】 すみません、よくわからないのですけれども、サポセン自体のＰＲとあるのですが、

恐らく、指定管理は議会の議決案件なのでしたね。最終的に議会の了解がないと進んでいかないとこ

ろなのでしょうけれども、そこである程度議会の意見を見ているのだと思うのですが、その一方で、

予算というのも多分、この数年間のものはもう見えていると思うのですね。計画自体、実施計画がも

ろもろありますから。だから、施設自体は、今後ある程度、どの程度お金が投入できるかも見えてい

ると思います。 

 そうした中で、サポセン自体のＰＲというだけだと、どこに一番主体を置いているのかが、先ほど

先生もおっしゃっていたのですが、よくわからない。いろいろな方がおっしゃっているのですが、今、

サポセンは、いろいろな情報発信をしたり、私も見たりする機会があるので、非常にいろいろなこと

を丁寧にやっていられるなという思いがあります。ただ、実際には、なかなかそれがつながっていな

いということはあるわけですね。だから、関心を持たなければ見ないのかもしれないですが、では、

関心のある方を育てるということも、実際にはそれは難しいと思うのですね。 

 そうした中で、このサポセンのＰＲって、何を実際にやっていくのかがもう少しわかりやすくして

いかないと、幾らサポセンの事業とかいろいろやったりしても、何か届かないというか、なかなか発

展していかないのかな、こちらが思っているようなものになっていくのかなという思いがちょっとし

ていました。 

 本当は、もっとこうしたらいいという提案をしなければいけないのですけれども、ただ少し、やは

りＰＲだけではちょっと漠然としているかなと。それで、指定管理の方がいろいろなことをまた提案

してこられるのかなという気がちょっとします。 

 すみません、まとまっていなくて申しわけありません。 

【大江委員長】 ありがとうございます。 

 中川さん、さっき手を何か。 

【中川委員】 ちょっとだけ、すみません。この市民活動がどこまで活発かどうかということに関し

てですけれども、私は高砂コミュニティセンターの近くに住んでいるので年中利用させてもらってい

るのですが、踊ったり、歌ったり、体操したり、すごく活動がたくさんあって。横浜市の例ですけれ

ども、アンケートなどをとりますと、全体で全市民の約半分なのですね。半分ぐらいの人は、自治会

活動も含めて、リサイクルとか環境とかいろいろなことをやっているという感じなのですけれども、

基本的なデータは、サポセンだけではなくて、茅ヶ崎全体で、市民がどんなふうにいろいろな地域の

活動も含めて参加しているのかぐらいのデータはあるのですか。市民調査みたいなものをやっていま

したか。あまり見ていないの。 

【事務局】 各館ごとの利用者数とか登録数とか、そういうものは複合的に……。 

【中川委員】 館を利用していなくてもいいのだけれども、全体で、いろいろなスポーツ活動とか、

テニスをやったりとか、みんないろいろやっていますね。そういう人たちの活動の実態というものと、

そこからもう少し社会的な課題に対応していろいろやろうとしている人たちのグループがどれぐらい

あるのかとか、そんなようなデータがちょっと欲しいなという感じが、お聞きしていて思いました。 
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 それほどサポセンだけに限定しているのではなくて、それぞれが個別ばらばらにいろいろなことを

なさっていると思うので、まずはその実態みたいなものを把握されるような、市民調査をやっていら

っしゃると思うので、そういうものをちょっと入れたらどうかという気がしていました。すぐではな

いですけれども。 

【大江委員長】 確かに、いわゆる貸館機能、貸室機能というのは、どこのコミュニティセンターみ

たいなところでも、とにかくいつもいっぱいで、それで、横浜市の場合は、地域ケアプラザの貸室に

ついてもそういうもので使いたい、コーラスで使いたいとか、そういう要望もあって、課によって違

うのですが、最初は、それは本来のケアプラザの機能と違うからというので抑制していたり、あるい

は高い料金を取ったりしているところもあれば、そういう中から市民活動が生まれてくるのだという

ことで、市民活動というかケアの活動が生まれてくるのだというので同じように扱ったりとかですね。 

 実は、本当に体操とかコーラスとか、いわゆる市民活動、そういうコミュニティ活動はすごく活発

に行われていると思うのですね。その受け皿が、要は公民館の、例えばその複合施設だったりという

ことになっていて、そういうところとどういうふうに役割分担するのかというのは結構大事なことな

のかもしれない。 

 というのは、平塚市で２年ぐらい前に、あそこは公民館がたくさんあるのですけれども、それをあ

る種の市民活動センターみたいなものに少しずつ変えていくということを議論したことがあって、そ

ういうコミュニティセンターをも視野に入れて、市民の活動をちょっと考えていくことは必要かと私

も思います。 

 続いて。 

【島田委員】 全体をよく理解していない面もたくさんあるのであれなのですが、サポートセンター

自体のＰＲは、サポートセンターを知っている人というのは、割合としては市民でかなりの数になる

のだろうと。ただ、実際それを使ってみようかと思う人がどのぐらいいるのか。このサポセンニュー

ズレターを見ても、ある程度、特定の人を対象につくられている。今まで何度もこれが出ていますけ

れども、ほとんどが利用している方に対する、グループですね、そういう人を対象にこれは出されて

いる。さっきから皆さんおっしゃっていますけれども、もう少し個人ということを考えてもいいよう

な気がしました。 

 それと、ここに地域コミュニティとの連携ということがありますけれども、サポセンには、今まで

これがちょっと欠けていたのではないかと思います。今までも各  幾つも自治会があって、それが

今回、まちぢから協議会に変わりつつあるのですが、もう少し過去からそういう地域の団体――個人

の団体ではなくて、私が今言っているイメージは自治会なのですが、そういう団体との連携は以前か

らやるべきではなかったかなと今いろいろな話を聞いて思いました。 

 まちぢから協議会もまだ本当にスタートしたばかりで、どういう方向に行ったらいいのか、どうし

ようかと、まさに今模索中なんですよ。そこにサポセンとの連携どうのこうのと、具体的にどうしな

さい、こうしなさいと言われても、かえって戸惑いができるのではないかと、この点ではちょっと心

配もありますね。 

【大江委員長】 連携に踏み込むには、まだ時期尚早の部分もあると。もう少しまちぢから協議会が

形をあらわしてきたところで、どういう連携があるかを。 

【島田委員】 そうですね、そのほうがスムーズに行くのではないかと思うのですけれどもね。 

【大江委員長】 どうぞ、西山委員。 

【西山委員】 利用者のアンケートから見ますと、やはり皆さんおっしゃるように、いわゆるハード
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の面、設備についてのニーズが多いということで、いわゆる場所が不足しているということで大切な

部分だと思うのですけれども、そちらにあまりにもサポートセンターの方々の仕事を傾注してしまい

ますと、私個人的には、本来やっていただきたいような仕事に傾注できなくなってしまうという心配

があるので、賛成、反対はあるかと思うのですが、ハードの部分は別の方に思い切ってお任せしてし

まうという形がいいのではないかと思います。 

 いわゆるその道のプロの方に指定管理をしていただければいいのではないかということで、サポー

トセンターの方々には、いわゆるソフトの面に集中していただくということで、こちらにある市民団

体へのサポートですとか、調査・報告、団体の育成、情報収集や情報提供、連携支援等に力を注いで

いただいて、結果的にそういうような活動がサポートセンター自体のＰＲに結びついていくのではな

いかと思います。 

【大江委員長】 また、これはさっき椎野さんから分けるような話も最適ではないと。それは、多分

規模の問題もあるかと思うのですね。規模が大きくなると、ハードウエアの管理業務が非常に煩雑に

なってくるということもあると思うのですが、ハードの中でも、この中にある保安・警備業務とか、

そういうものは確かに専門性が必要とされるのだけれども、ロッカーの利用とか印刷の利用とかとい

うものについては、利用の内容を把握して、それをサポートすることも多分必要になってきて、そう

いう部分まで全部ハード管理よと言ってしまうと、あまり気持ちが通じないハード管理みたいなもの

に行ってしまうおそれがないとは言えないという感じもちょっとするのですが。 

 保安・警備業務というのは、ほかにさらに出してもいいのですか。例えば、その部分だけ警備保障

会社に出すとか、それはもう大丈夫となっているわけですか。 

【事務局】 再委託ですね。はい。 

【大江委員長】 再委託はできると。何か重荷になる部分を別に。 

【事務局】 外注に出すとか。 

【大江委員長】 それは再委託できるのだったら、その指定管理者が別のところを選んで――もちろ

んそれは市と相談するのでしょうけれども――出すという形が、そこは、おっしゃるように、少し柔

軟になってもいいですね。 

 上遠野委員は。どうぞ。 

【上遠野委員】 本当に幅広くいろいろな活動があって、サポートセンターは大変だなという感じな

のですけれども、市民活動をサポートするのが一番であるのですが、先ほども秦野委員がおっしゃっ

ていたように、その中に１つ、コーディネートですとかマッチングというところがあって、やはり中

間支援としては、市民の活動をさらに企業ですとか行政につないでいくというところも重要な部分だ

と思います。 

 昨年、縁があって、うちもそういったところでお手伝いさせていただいたので、初めてこのサポー

トセンターを知ったというところで、またこの会に出てより深く知ったということで、本当に一部の

人にしかまだ知られていないのではないかというところを感じています。 

 それで、企業のマッチングというところも積極的にやっていただいておりますけれども、最終的に

今年こういうことがありましたという成果のところは、そういう会議などにも出させていただくので、

こういうことがあったのだなというところはわかるのですが、では、そこに行くまでにうちとして何

ができるのかとか、どういったところで企業が求められているのかといったところは、まだ全然見え

ないところがありますので、本当にいろいろな、ハードの管理から細かいところまでいろいろあるの

ですが、そういったところも発展していく、市民に頼られるには必要な部分かと思います。 
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【大江委員長】 ありがとうございます。 

 秦野委員、何か付け加えることがあったらどうぞ。 

【秦野委員】 さっきのにプラスアルファで、改めてもう一回アンケートを見直してみて感じたこと

があります。サポートセンターを利用している人を２つに分けて考えてみたんです。１つが、活動し

ている人の初期段階にある人と、活動している人でも中長期的に活動している人というのがあると思

ったのです。見てみたら、100万円未満で活動している人が70％ぐらいで、100万円以上の人が30％。

多分初期の70％の人たちは、やはり場の部分をすごく求める傾向にあると思うので、できたらその部

分の拡充もぜひ考えていただきたいということが１つと、100万円以上の比較的大きな活動をしてい

る人たちにとっては、やはり人材育成とか、情報だったり相談ができる、連携ができるというところ

がすごく大事になってくると思うのです。例えば、運営力を高めていくための講座が開かれていたり

とか、連携するためには、市民活動団体の情報をどれだけその運営者が持ってくれているかというの

は、活動している側からするとすごく大事なので、そういう力を持っていてほしいし、困ったときに

は相談もしたいという部分は、ぜひ維持拡充してくれるようにお願いしたいので、それをぜひ評価項

目の中でどうにか表現していただけるといいなと思います。 

【大江委員長】 そうですね、私も、今の上遠野委員のお話も含めてですけれども、要するにサポセ

ンで実際にどういう活動が行われているのかということの調査分析みたいな、実態をきちんと把握す

るということをやって、それを単にこのアンケートをとって、この結果を集計するだけでなくて、分

析して、できれば政策提案までしていただくと一番いいかと思うのですね。政策提案ということは、

そこに判断が入るわけですから、例えば企業との連携といっても、今こういう点で難しいとか、この

点がわかっていないとか、企業といってもいろいろありますとか、こういう点はうまくいくかもしれ

ないとか、そういうサポセンの活動を通して得た一番最初の情報、一番生の情報の部分を上手にきち

んと整理して、そして、今の市民活動はこういう状態にあるのだ、こういう点に困難があるのだとい

う調査分析機能みたいなものを果たしてくださいというのを例えば資料に入れるとか、ご検討いただ

きたいと思います。そういうことがあると、もっとよくわかってくるような感じがするのですね。 

 小さい団体が多いというのは、実は10年ぐらい前に、うちの非常に優秀な学生が、横浜市にある社

協に登録している団体かな、その悉皆調査というものを昔やったのですけれども、そのときに、やは

り規模は小さい、予算規模も小さいし活動も限られていてという本当に小さい団体が多いということ

がわかって、その人たちは何をやっているかと調べたら、そのときは配食がすごく多かったのです。

それで、その人たちは仲間が欲しいと言うのだけれども、実は実際にはあまり求めていなくて、自分

たちだけで仲よくやって、それで、もうだんだんやれなくなったらやめてもしようがないねという感

じの活動を、楽しく、仲よく、そして社会貢献ができるみたいな活動をやっている小さな団体がすご

くたくさんあることがわかって。そこは、幾らサポートしてもあまり展開しないのですね。でも、そ

れは大事なので、その人たちがきちんと活動できるようにサポートすることは必要なのだけれども、

何かあまりイメージとして、それが大きな市民活動、非常にしっかりした市民活動に育っていくのだ

という成長モデルみたいなものをあまり持たないほうがいいのだなというのが、そのときの実感だっ

たのですね。 

 だから、そういうことも含めて、市民活動がどういうふうに発展、成長するのか、しないのかとい

うことも、現場だったらわかることがきっとあると思うので、そういうこともきちっと報告してくだ

さるような機能が指定管理者には必要かなという感じがします。 

 どうぞ。 
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【椎野委員】 今、私が言いたいなと思ったことは委員長に言っていただいたのであれなのですが、

やはり中間支援としての力をどうやって出すかということが一番ポイントだと思うのですね。それで、

では、中間支援組織として、学生とか企業とか地域、それから学校、行政等、それらをつないで、連

携をとりながら何をしていくのか。やはりそれらが活動することによって広く全市的にＰＲができる。

例えば、企業と連携することによって、今、茅ヶ崎市はラスカといろいろなことをおやりになってい

ますけれども、私どもは、大手スーパーで、スプリングコンサートとサマーコンサート、クリスマス

コンサートを例年３回はお願いされるのですね。そうすると、その中でいつも違う団体をこちらでプ

ロデュースして、お出しして、そうすると、そこに本当に不特定多数の方が来るのですね。そこでう

ちの団体をＰＲする。そしてチラシを置いて、「こんなことやっていますよ」とやる。それはもう絶

対大きな不特定多数の方にＰＲできるいい場所なのですね。企業はそういうものがあって。 

 あと、地域というのがあるのですが、自治会が絶対大事なのですよ。自治会長さんというのは、地

域を全部つかさどっているので、自治会長さんが、小田原でも市民活動を知らない方がほとんどでし

たので、自治会長さんを全部集めて、市民活動はこんなことをしていますよということで全部お話し

して、そして、市民活動と自治会のネットワークをつくったんです。それで、自治会が必要な、「こ

んなことをしてほしいのだけれども」「こういう人はいますか」といったときに、うちの市民活動団

体をつなげて、「じゃ、こういうものがありますから、どうぞ」ということでおつなぎするというネ

ットワークなのですが、それがすごくうまくいっているのですね。それで、敬老会とか、今は音楽と

か、それから、「歴史を知りたいのでそういう講師がいたら」とか、それから、学生が、何かこんな

のがあるのだけれども、「英語のできる人はいませんか」というので、いろいろなものが今、来るよ

うになりました。だから、そこのところは、自治会というのは必要なものを求めて、ここのサポート

センターだったらいろいろな団体があるから、何かあるだろうという意識を持ってくださったという

のは、すごくありがたいですね。だから、そこでつなげられるというのが、中間支援の大きな役割か

と思います。 

 今、図らずも委員長がおっしゃいましたけれども、学生がすごくよく飛び込んでくるのです。うち

は駅に近いということもありまして、横浜からも来るし、あっちからも、こっちからも、いろいろ来

るのです。何しに来るのかといってお話を聞いてあげると、「自分はバンドができるのだけれども、

こんな仲間がいるから、何かやれるところはないか。自分の発表する場が欲しい」というような形で

来る者もいるのです。「わかった。じゃ、あなたたち３人あれば市民活動団体に登録できるから、本

当にやりたいならそうしてごらん」と言って、まずはそういうケアをして、登録したら、「では、こ

ういうサマーコンサートがあるから、団体になったらできるよ」ということで発表の場をつくってあ

げるとか。そうすると、それで仲間が増えて、また別な新たな活動へとつながる。そういうところも

あるので、中間支援組織のすごい力が、やはり市民を変えて、地域を変えて、大きな力になるという、

これは実例なので、やはりこれは市民活動センター、サポートセンターには、そういうものを担って

いただけるとありがたいと思って今聞いていました。ぜひお願いしたいと思います。 

【大江委員長】 小田原に見学に行かないといけないですね。 

【椎野委員】 いらしてください。 

【大江委員長】 ぜひ、担当課で。 

 では、どうぞ。 

【窪田委員】 正直なところ、市民活動っていうもの自体が、在勤、在学を含めて茅ヶ崎市民全体を

対象にしているからこそ、それに対してあまり興味を持っていない層とか、今後やるかもしれない層
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に対するアプローチがうまくいかない、ビジネスで言うところのターゲティングの部分がうまくでき

ないところが結構影響しているのかなと思っていて、大学で東日本大震災の復興ボランティアのサー

クルみたいなものがあって、それで活動を大学４年間していったときに、ある程度復興が済んで、そ

ろそろ人手という人手が必要なくなってくると、その活動メインでそのサークルが推せなくなるので

すね。そうすると、実際の活動は何をやっているかわからないから、あまり参加者が増えないという

状況に陥っていて、逆に新しく海外ボランティアを始めたサークルが、すごくわかりやすいＰＲをし

てきて、実際にワークショップをやったり、現地に連れていったりというすごくわかりやすい活動を

すると、すぐにそこに人が集まるようになってきたのですね。 

 多分これもそれと同じようなところがあって、サポートセンターという場所が、それこそ駅の改札

脇にあるとか、誰もが立ち入るような場所にあるのであれば、何もしなくてもＰＲというのは――必

ずしもそうとは言えないかもしれないですけれども、そんなに難しくはないと思うのですね。それは、

人目に触れるから、何かやっているところがある。それで、そこで活動してみようとする人たちがあ

る程度集まるというのがあると思うのですけれども、今の茅ヶ崎市のサポートセンターって、行くと、

すごく親切に対応してくださって、実際に何回か研究のこととかで協力していただいたこともあるの

ですが、すごく丁寧に対応してくださるし、アフターケアとかもきちんとしてくださるところなので

す。ただ、あそこの立地の特性上なのかもしれないのですが、あそこは、目的がないと多分行かない

ような場所にできてしまっていて、目的がある人は、岩澤委員がおっしゃったように、情報をキャッ

チできる人であったり、これから活動をしたいのだけれども何をしていいかわからないという目的を

持ち込める人だと思うのですね。だから、何があるかわからないけれども行ってみようというのには、

今のサポートセンターだと場所的な意味で分が悪いと僕は感じます。 

 そうすると、誰もが参加できるとか、誰もの目につくという一番簡単な部分でどういう活動ができ

るかというのは、多分サポートセンターにこれから求められる、特にＰＲの部分で求められると思う

のですけれども、ＰＲ用の費用をとるより、むしろ、サポートセンターはこういうことができる団体

なのだ、こういう場所なのだというのをＰＲできる拠点みたいなものを新しくつくるだったり機会を

つくるほうが、ＰＲに関してはうまくいくような気がするのですね。 

 それこそ椎野委員が今おっしゃったみたいに、自治会と連携していくとか、企業と連携していくと

いうのも、むしろ内部へのサポート以上に対外的な活動をするほうが、それこそ秦野委員がおっしゃ

ったみたいに、マッチングの能力がすごく上がるような気もするので、それができるというと、この

人材が欲しい、この能力が欲しいというときに、そこを紹介できる、直接のサポートはできなくても

間接的なサポートの能力が上がると思うので、むしろ対外的な活動に対する支援とかを拡充すること

によって、結果的にサポートセンターがより市民ニーズに合ったというか市民活動ニーズに合った活

動を展開していけるのではないかと思います。 

 それで、少し疑問なのですけれども、ハード面は、指定管理なので、サポートセンターを指定管理

として、サポートセンターのハードを指定管理するように多分これで来年度から新しい団体ないし現

在の団体がやっていくと思うのですけれども、それとは別に、例えば企業が、イオングループとかが

あそこの指定管理制度の指定管理者として決まったとして、では、うちの店舗を使っていいですよと

いうような形というのは可能なのですか。例えば、フードコートを自由開放しますとなると、あそこ

でスペースができるし、企業そのものの会議室を使ってもいいような発想に行くと、今のサポートセ

ンターの活動団体が求めているニーズには一番適合するような形だと思うのですが、今のサポートセ

ンター以外の場所を提供できる、そこを指定管理ではないですけれども使うことはどうなのですか。 
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【大江委員長】 それは、空間を市が契約して使うことに、そういう契約に基づいて、その空間の指

定管理として出せば。 

【事務局】 実は、以前やっていて、皆様にも情報提供させていただいたことがあるのですけれども、

イオンの一部を間借りしてサポートセンターの業務をやっていたりとかしたことはございます。去年、

一昨年か。 

【事務局】 はい、去年。 

【事務局】 ３カ月ぐらいやっていました。 

【大江委員長】 それを本格的にやるかどうかというのは、市側としてもかなり大きな。 

【事務局】 そのときは、実はイオンからの投げかけで、うちのスペースが空いたのでやりませんか

ということを言われて、ではといって、市民団体のイベントをちょっとやらせてもらったりとか。 

【事務局】 サポセンに電話して。 

【事務局】 協働みたいなイメージで、行政、中間と一緒に。 

【大江委員長】 今の指定管理制度は公共施設ありきですよね。 

【事務局】 そうですね、仕様を出すときには、この条件でというのは入れているので、基本的には

そこでですね。あとは、自由な事業展開の中で、ほかに協力してくれるところがあったらやるとかと

いうのはあります。 

【窪田委員】 そういう別の市民活動団体との連携以外の連携部分をもっと強化できるような枠組み

設定をして、それに基づいて、応募してきた団体の中から指定管理者を選ぶという形にするほうが、

個人的には、利用しやすいし、活動の内容もわかりやすいし、今後の発展性もあるような気がしまし

た。 

 以上です。 

【大江委員長】 おっしゃっていることは、僕はとてもよくわかりますし、おもしろいとは思うので

すけれども、結構今の制度の枠組みを変えないと対応できないことなので、多分この10月に募集する

のには間に合わないと思うのですね。これって５年間でしたか。 

【事務局】 ４年です。 

【大江委員長】 ４年間。だから、４年間たって、次のときにどうするかを結構しっかり考えて、移

行するなら移行するというところでないと難しいかと思って、どうですか。 

【事務局】 例えば、こういう場所を提供できるとかといった評価にすると、市民団体はかなり分が

悪くなるかもしれないですね。そういうところもありますし、指定管理は平成29年から４年間ですけ

れども、その４年間ぶっ通しでそれができるのかというところもしっかり評価しなければいけない中

で、そこが果たしてプレゼンのときだけで評価してしまっていいのか、途中でできなくなったときに

どうするのかといったリスクの面も検討しなければいけないので、かなり複雑な構造にはなるのかな

と。単年とかだったらいけるかもしれないですけれどもというちょっと不安はありますが、視点とし

て、人の目につく場所というのは、すごくありだと思います。小田原の椎野さんの施設も個人的にお

邪魔させていただいたのですが、休みの日に伺うと、お客様も相当の人数ですよね。全部ガラス張り

になっていて、お城に行く人は、みんな椎野さんを見て通ると。そういった感じでしたよね、まさに

あの感じは。なので、そこってかなりうらやましいなとは感じました。 

【大江委員長】 わかりました。 

 伊藤委員。 

【伊藤委員】 ハード面に関しては、市の公的施設が長谷川の上にしろ、浜見平にしろ、あちこちに
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あるので、ここは市民自治推進課が中心になって、どれだけサポセンを含めて使いやすくするかとい

うことを努力していただくしかない。現在のサポセンのあそこの建物をどうやってリニューアルする

かというのが、とりあえず現実的な問題だと思うので。 

 ただ、１つ気になるのは、市民活動に対して、ほかの施設に比べると、あそこ自体が競争優位かと

いうと、そうではない気がするのですね。ここに上がっているのも、コピー代が無料とかという理由

が利用している理由であって、ほかの方もおっしゃったように、あまり便利なところではないので、

この受注した指定管理者の方はすごく大変な作業を強いられているのだと思うのですね。だから、そ

こは、ハード面に関してか、あるいは市が優先順位を変えて、市民ギャラリーの一部に事務所を置い

てもいいくらいなので、はっきり言いまして、そういうことを工夫していただくしかないと思います。 

 ソフトに関しては、茅ヶ崎市はこの規模ですので、全国でＮＰＯセンターがあって、ＮＰＯサポー

トセンターがあって、ＮＰＯ事業サポートセンターがある、それからもう一つはボランティアセンタ

ーと、その４つの機能を茅ヶ崎レベルの市だと持っていると思うのですが、僕は、今の茅ヶ崎の市民

活動の推進具合から言うと、先ほど言いましたようにＮＰＯサポートセンター、団体をサポートする

ことに重点を置いていかないと、ＰＲがうまくいかない、お金が集まらない、人が残らない云々とい

うことから考えると、事業をサポートすることであるとか、あるいは団体を取りまとめると私は言い

ましたが、そういうことよりは、団体を育成することにここいら辺で傾注したほうがいいかなと。 

 ただ、事務局がおつくりになったサポセン自体のＰＲを中心にして、結果的には、これは仕様書に

つく、仕様書にどういう条項を入れるか、それから、最後に予算書にどういう項目を立てるかという

ところに還元するのであって、ハード面の要因と、それからソフト面の要因、ソフトのお金をどうや

って市が分離できるかというところにあるので、具体的な提案としては、委員会として強くサポセン

自体のＰＲを含めたソフト面に対する要因をきちんと明示して予算につけていく。現在ついているも

のにオンする、もしくはうまく振り替えてやらないと、結果的には、現在サポートセンターの指定管

理を受けているところが苦労されているように、ここで幾ら注文をつけても兼職でやるしかなくなっ

てしまうわけですね。 

 それで、ニューズレターも誰かが時間のあるときにやらなければいけない、広報もやらなければい

けないということになるので、やはり一番事務局が感じているのがサポセン自体のＰＲとすれば、サ

ポセン自体のＰＲ、それから、②に書いてある１～４まで、これをする要因として、僕は１人つける

ような形で予算立て、仕様書をつくらないと、現実的には兼職するだけの話になるので、そこを強く

この委員会なり私の発言なりを後押しにして、議会であるとか市の財政当局に要求しないと、結果的

には受注者が苦労するだけの話だと思います。 

【大江委員長】 ありがとうございます。 

 大分時間を超過しているのですが、どうぞ気兼ねなく、飯田委員、お願いします。今まで一言もご

発言がないので。 

【飯田委員】 そうしましたら、私は利用者側からの立場として意見を言わせていただくと、以前、

茅ヶ崎市の子ども会連合の広報をやっていたときに、ロッカーも借りて、定期的にサポセンを利用さ

せていただいていたのですけれども、その際に、やはり予約なしで急に会議ができたり、雨でも駐車

場が利用できたり、あるいはそういう備品が充実しているということで非常に便利に使わせていただ

いていたのですが、そのときに起きてきたさまざまな問題、例えば編集をどういうふうにしたらいい

かとか、印刷の金銭面の問題とか、そういった問題が起きたときに、サポセンで作業していたにもか

かわらず、それを気軽に相談できるところだということがよくわかっていなかったのですね。それが
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非常にもったいなかったなと思って。 

 友人が今サポセンで働いていまして、そういう市民活動団体で相談できるように、講習会に行った

り、非常に勉強して、受け入れ態勢はすごくできているという感じはしているのですね。ですので、

もっと具体的に、誰でもわかるような言葉で、「ボランティアをやってみたい人は相談に来てくださ

い」とか、「ほかの団体と一緒にやってみたい方は相談に来てください」とか、「団体の中で何か問

題のある方は相談に来てください」とか、具体的なことをもうちょっと呼びかけることによって、利

用者側は利用しやすくなるかという気がしています。 

 サポセンまつりとかも、うちも子どもと毎回行くのですけれども、ほかのお祭りとの違いがあまり

はっきりわからないのですね。何となくお店が出ていて、物を買ってみたいな感じですので、せっか

くサポセンまつりをやっているのだから、もう少し各団体をアピールできるような形状のものにする

と、もうちょっと違うのかなという気がしています。 

 それと、このサポセンニューズレターも、私はちょっと興味があるので毎回見るのですけれども、

何しろぱっと見が、毎回あまり変わっていないようなイメージを与えてしまって、もう少し見せ方に

めり張りをつけるというか、編集をもうちょっと工夫されると、手にとって見ようという気が少し起

きるのかなという気がしています。 

 あと、地域コミュニティの話ですけれども、私も以前、子ども会の代表として南湖地区のまちぢか

ら協議会の立ち上げにかかわりました。その際に、地域の行事というのは大体、自治会が防災訓練を

して、体育振興会が地区の運動会をして、市民集会があってと、毎年毎年同じ行事がただ繰り返され

るだけになっているのですけれども、それをどの団体にも参加していない一般の市民の方も、地域に

起こるさまざまな問題を解決できるようにということで立ち上げられたと私は理解しているのですね。 

 南湖地区に関しては、誰でも地域に起きている問題を提案できるように、目安箱ではないですけれ

ども、何か投票できるポストみたいなものを公民館とかに置いてありまして、そこから地域に起きて

いる問題を汲み上げて、まちぢから協議会でやっていこうという段階になっています。まだ、どんな

問題が起きているかということを汲み上げる段階になっているのですね。将来的には、例えば子育て

の問題があったら、そういったところとマッチングして何かをやっていこう、福祉のほうで何か問題

があれば、そういったところとマッチングして何かをやっていこうという形に発展させるという形で

やっていると聞いているのですね。そういったときに、多分ずっと同じ行事ばかりやっている団体で

したので、その知識がないことによって、サポセンに相談できるということがわかれば、そういった

専門の団体とかとマッチングしてもらって、また発展させていくことができるのかなと感じています。 

【大江委員長】 ありがとうございました。 

 私の途中のコメントも長かったせいで、これって６時15分までですね。２時間と。すみません、20

分も過ぎてしまって。今日、始まる前に、今年は割と時間を守ってやってくれるのではないかと言わ

れていたのですけれども、長引いてしまいました。 

 本当にいろいろな意見をいただいたので、整理していただいて、そして、仕様のほうに思い切り反

映していただきたいと思いますが、いろいろ相反する意見もあるので大変難しいと思いますけれども、

いろいろな立場からサポセンというものを見ていて、それぞれの立場からお考えを率直に述べていた

だいたという点で、とても有意義な場だったと思います。 

 すみません、時間がないのでもう最後のほうに参りますが、議題のその他の４ということでお願い

したいと思います。 

【事務局】 それでは、第２回、次回の市民活動推進委員会につきましては、平成27年度に実施して
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いただいた事業の実施報告会でございます。６月４日土曜日、12時45分に市民自治推進課にご集合い

ただきたいと思います。会場は、こちらの会議室３で実施いたします。 

 その後、第３回の市民活動推進委員会につきましては、６月13日月曜日の４時30分からを予定して

おりますので、こちらについては、別途、通知をさせていただきますけれども、日程を予定に入れて

おいていただければと思います。よろしくお願いします。 

 以上でございます。 

【椎野委員】 すみません、これは候補になっていますけれども、決定ですか。 

【事務局】 できれば13日でやらせていただきたいと思います。実は、行政提案型の協働推進事業の

公募のテーマについてですけれども、今年度、この後、市議会に情報提供したり、庁内で庁議に諮っ

たりということで予定が割と詰まっておりまして、できれば早い段階でやらせていただきたいという

のが事務局の希望でございますが、皆さんのご都合って、13日は。 

【椎野委員】 私はちょっとだめ。 

【事務局】 だめ。過半数を割ってしまうと会議としては成立しないので、もしだめだったら……。 

【大江委員長】 現在、13日は既に予定があるという方。――３人。 

 では、ちょっと推進課のほうでご判断いただいてということにしたいと思います。 

【事務局】 はい。 

【大江委員長】 もともと１週間前だったのが、すみません、私の予定管理がうまくいっていなくて、

６月４日に動いたことが多分影響しているのではないかと思って、本当に申しわけありません。 

 それでは、ほかにはよろしいでしょうか。 

 では、今日は、本当に長時間にわたりまして貴重なご意見をいただきましてありがとうございまし

た。これにて閉会といたします。 

 

 

委員長署名  大江 守之    
 

                      委員署名   椎野 典子    
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