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１ 第１回会議 議事録 

 

日 時：平成２７年６月２４日（水）１３時５０分～１５時５０分 

会 場：市民活動支援センター 活動室Ｂ 

出席者(敬称略) 

【懇談会委員】会田、深井、松原、三勢、大友、高橋、中島、櫻井、若色、菊池 

【行政】小池(市民活動支援課調整幹)、関（観光課主幹）、小林(図書館長) 

【市民活動支援センター】鈴木（所長） 

【アイル・オーエンスグループ】三上、原嶋 

【事務局】椿（副所長）、寺谷（副所長）、寺本（副所長）、熊谷 

 

開会前にアイル・コーポレーション（株）町田常務より各委員に委嘱状を手渡

した。 

 

（座長の選出） 

 座長は櫻井委員、座長代行は松原委員に決定した。 

 

（議事・意見等） 

(１)市民活動支援センター利用状況について 

 ・市民活動支援センターと中央市民会館の違いは何か。 

 ・プレイルームは団体利用するためにあるのか、個人利用のためにあるのか。 

 ・活動室の稼働率を上げるため、活動室を半分に仕切ってでも使わせるような 

工夫はできないか。 

 ・メールボックスの稼働率を上げる方法として、自動音声で電話の受答えをす

るようなシステムを導入する工夫をしてはどうか。 

 ・登録団体の内訳、活動室の使用時間帯別の稼働率はどうなっているのか。 

 ・活動室の利用料のほかに駐車場代もかかるのでは利用しにくい。稼働率を上

げ、利益を出すためには設定料金の分析も必要ではないか。 

  

(２) 市民活動支援センター事業報告及び事業計画について 

 ・TSUTAYAのように、カフェでお茶を飲みながら本を読めるような図書室にし

たらどうか。 

  ５階に喫茶スペースを作ったら実現できるので、検討してほしい。 

 ・自治基本条例に基づき市民参加による共助社会を作る時代と理解しているが、

市ではどのような将来像をもっているのか。 

 ・自治基本条例ができたが十分活用されていない。自治基本条例実現の仕組み

を作っていく中心となるセンターになってほしい。 

 ・施設利用の際の規則が多過ぎて、思ったことができない。 

 ・施設がまだ認知されていない。また、団体側からもセンターの周知努力をす

る必要がある。 
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 ・使う人が喜ぶ施設にするため、気づいたことは職員に伝え、少しずつ改善し

ていくべきである。 

・これだけのスペースとバックアップがあるのだから、できることはたくさん

あるはずである。 

・懇談会は「施設はこうあるべき」という提言をする場であり、やりたいこと

の要望を出すだけでなく、問題が起こった時に知恵を出し合う場にしていか

なければならない。 

 ・施設の周知は登録団体にも責任があり工夫が必要である。 

 ・越谷らしさと観光とをどう結び付けるか、支援センターには直接関係ないが、

積極的に関わってほしい。 

 

（その他） 

当センター愛称とシンボルマークの審査委員として、若色委員、大友委員、

櫻井委員、三勢委員に協力してもらうことになった。なお、審査日は7月6日

(月)15:00～と報告した。 
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２ 第２回会議 議事録 

 

日 時：平成２７年１０月２２日（木）１４時～１５時３０分 

会 場：市民活動支援センター 活動室Ｂ 

出席者(敬称略) 

【懇談会委員】会田、深井、松原、三勢、高橋、中島、櫻井、若色 

【行政】小池(市民活動支援課調整幹)、関（観光課主幹）  

【市民活動支援センター】鈴木（所長） 

【アイル・オーエンスグループ】三上 

【事務局】椿（副所長）、寺谷（副所長）、寺本（副所長）、熊谷 

 

（議事・意見等） 

(１)愛称・シンボルマークについて 

・櫻井座長、三勢委員、若色委員を選考委員として、公募作品それぞれ48点の中

から選考した。機関紙『ななサポ』の１面で紹介。センターで行われる講座の

ポスター・チラシに入れている他、ポケットティッシュにカードを入れたもの

を配っている。また、名刺や封筒にもシールを貼ることで、周知努力をしてい

こうと考えている。 

・機関紙が、随分カラフルでお金がかかっているようだが、大丈夫か。 

 

(２)市民活動支援センターの利用について 

・活動室の利用状況は、曜日別では土曜日、時間別では午後の稼働率が高かった。 

・午後～夜間にまたがるような中途半端な時間帯で利用したい場合、午後と夜間

両方の金額を払わなければならないのは負担になるので、時間貸しにしてもら

いたい。また、少人数での会議の時に半分ずつ区切って使わせてもらいたい。

その方が稼働率の向上につながる。 

・まだ日が浅いとはいえ、もう少し稼働率が上がってもいいのではないかと皆さ

ん感じているのではないか。 

・開設当初よりは、いろいろ改善してもらっているが、WIFIが使えるようになっ

た。 

・パソコンも含め、どの程度利用されているのか。また、ロッカーやメールBOX

の利用が少ないようなら、そのスペースを別の使い方にしてもいいのではない

か。 

・利用者用パソコンは登録団体以外でも使えるのか。 

・利用者満足度調査結果の公表はいつごろか。 

・アイルでは県内いろいろな施設の業務を行っているとのことたが、本社として、

他の施設と比べて越谷のアンケート・結果をどう捉えているか。 

・スタッフの皆さんには、アンケート結果に自信をもって益々笑顔で頑張っても

らいたい。 

・登録団体が支援センターを利用して講座を開催する場合にホームページなどで
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応援してほしいという要望があるが、現状どうなっているのか。 

・親しみやすい名前がほしいという要望には、愛称とシンボルマークの公募で対

応ができた。 

・自治会とNPOの関わりとして、空き家の活用例をご紹介したい。 

・支援センターに来る人を待っているだけでなく、呼んでくるように働きかける

必要がある。大学の教え子が、広報紙に協力しているようだが、このように若

い子を動かす工夫も必要である。 

・自治会とコミ協は地域活動、NPOは市民活動だが、ここの利用者は一人何役も

やって活躍している方が多い。人をつなげるような役割をセンターが持てば、

どんどん良くなっていく。 

・支援センターの利用価値という点で、市民の皆さんに何をどのようにできる施

設なのか広報などを使って具体的に告知するべきである。 

・この会議で出た意見の中で、変えられるところは変えてもらいたい。 

・『ななサポ』の２ページ目で『市民活動とは』という記事があるが、ここ迄ま

とめたのなら、このセンターをどういった方が利用できるのかというところま

で言及してほしかった。 

・編集はこちらの事務局で行っているという説明でしたが、上から目線にならな

いようにしていただきたい。また、登録団体の中からセミプロみたいな方に手

伝ってもらうわけにはいかないのか。少しでも市民に知ってもらい、少しでも

使い易くなるよう、また市全体で幅広い市民活動を応援してもらいたい。 

・さいたま市の動きは、今の市民活動の流れに逆行しているので、越谷市では自

治基本条例の中でも市民参加をうたっているので、そのような事にならないと

信じている。 

・春日部では施設を時間貸ししている。 
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３ 第３回会議 議事録 

 

日 時：平成２８年２月３日（水）１４時～１５時３０分 

会 場：市民活動支援センター 活動室Ｂ 

出席者(敬称略) 

【懇談会委員】櫻井（座長）、会田、深井、松原、三勢、大友、高橋、若色、 

菊池 

【行政】小池(市民活動支援課調整幹)、関（観光課主幹）、赤井(図書館主幹) 

【市民活動支援センター】鈴木（所長） 

【アイル・オーエンスグループ】三上、久我 

【事務局】椿（副所長）、寺谷（副所長）、寺本（副所長）、坂井（主任） 

 

（議事・意見等） 

（１）市民活動支援センターの利用について 

・活動室を分けて使うか、時間を区切って使えるようにすると、稼働率が上がる

のではないか。２部屋の構造でももう少し使い勝手が良くなるようにしてほし

い。 

・利用者満足度調査は毎年やっているのか。調査の費用対効果は。 

・平成２６年度の利用者満足度調査結果を受けて・改善したところ、変化したと

ころはどこか。 

・調査結果の自由回答で、一部の意見を全体の意見ととらえるのは間違い。声の

大きい人をすべてと思わないようにすべきである。 

・どうしたら施設がよい雰囲気になるのか、来年以降考えてほしい。 

・職員にはできるだけ長くいてもらいたいが、スタッフの入れ替わりが多いのは、

雇用制度の問題なのか、別の問題なのか。 

・スタッフと利用者が交流を持つことも重要。アンケートの他に利用者の方に生

の声を聞いてみるような取り組みも必要ではないか。 

・市と指定管理者がアンケートを別々に行っているが、矛盾した結果は出ていな

いか。 

・活動室が足りないので、パソコン室を仕切って活動室等に出来ないか。パソコ

ン室の稼働状況はどうなっているのか。 

・アンケート結果はこれから閲覧できるようになるのか。 

・活動室を飲食しながら利用できないか。 

・現在登録団体はいくつあるのか。また、登録が出来ない団体はあるのか。 

・施設を知らない人が多い。アナウンスの方法を考えていかないといけない。少

数意見、わがままな意見は別として、自由意見をスタッフと利用者の立場に立

ち事実確認をして改善していくようにした方がよい。改善はすぐにやるべきで

ある。 

・憩いを求める施設にして欲しい。 

・市民活動支援センターがスタッフにも良いものである場所にしてほしい。 
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４ 第４回会議 議事録 

 

日 時：平成２８年６月３０日（木）１３時３０分～１５時３０分 

会 場：市民活動支援センター 活動室ＡＢ 

出席者(敬称略) 

【懇談会委員】櫻井（座長）、深井、松原、三勢、関根、若色、菊池 

【行政】佐々木、小池(市民活動支援課)、関場（観光課）、横山(図書館) 

【市民活動支援センター】鈴木（所長） 

【アイル・オーエンスグループ】原嶋、富樫 

【事務局】丹波（副所長）、今井（副所長）、寺本（副所長）、野口（主任） 

 

（事務局説明） 

・活動室における飲食の取扱いについて 

  活動室における飲食について、本年度から条件付きで可能とした。 

・ミーティングスペース（旧パソコン室）の使用について 

  パソコンルームとして使用していた部屋をミーティングスペースとして、セ

ンター登録団体が条件付きで利用できるようにした。 

・利用者満足度調査について。２５年度と２６年度を比較した表について説明す

る。 

（意見等） 

・ミーティングスペースの使用状況は。また、使用状況について事務局はどのよ

うに受け止めているか。 

・周知方法を改善し、使用条件を緩和し、多くの方の利用に供したらどうか。 

・飲食を伴う活動室の利用実績についてはどうか。 

・行政が委託するハコモノとしては、この程度が妥当な数字との印象だ。今後不

満や、やや不満が増えないように努力して欲しい。 

 

（議事・意見等） 

（１）市民活動支援センターの認知度を向上する方法について 

・専門的な講座等の開催はもちろん必要だが、気軽に参加できる集いも行えば、

センターの認知度アップに有効である。日常的に気楽に話ができる場所があれ

ばよい。 

・このセンターは団体でないと来所しにくい。使用料が公民館の倍くらいかかる。

駐車場も有料。裕福な団体でないと使えない。団体の口コミで、センターの良

い点を伝えていただくのも効果的である。 

・センターが活用されていないのは、別の原因もあるのではないか。市の職員が

市民活動に対し、理解が足りないのではないか。職員がＮＰＯとどう付き合っ

ていいのか戸惑っているのではないかという感想を持っている。 

・市民活動支援課がせっかくできたのだから、ＮＰＯが市のまちづくり構想の中

でどう機能し、市がそれをどう活用していくか、考えが欠けている気がする。 
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・支援センターの看板は、指定管理者のアイル・コーポレーションの費用で設置

した。市の予算で設置すべきではないか 

・市の広報で、センター開館後３年間にどれくらい取り上げられたのか。 

・認知度を上げていくということは、利用率を上げていくこと。市民活動支援課

ではどのように考えているのか。 

・自治基本条例が平成21年9月に施行され、ＮＰＯなどの市民活動団体と自治会

など地域コミュニティを支援することが、条例に定められており、協働のまち

づくりを進めている。 

・協働に関し、職員の意識だが、市には出張講座制度があり、市民活動団体や自

治会などの求めに応じ、職員が積極的に出ていく。 

・指定管理者制度は「館の管理」と政策の目的を持った「事業展開」までの場合

があり、ほっと越谷と本センターの場合は後者である。 

・団体の金銭面の支援という点では、しらこばと基金があり、ふるさと創生１億

円を原資にして、市民活動団体支援に持続的に使用している。 

・本センターの広報誌「ななサポ」（年３回の回覧）のほか、毎月発行の市広報

紙やシティメールでイベントを積極的に広報している。 

・人口減少社会においては、行政にできることは限界があり、市民のみなさんの

活力のある活動を期待したい。 

・職員も市民。職員への市民活動の啓発をもっとおこなうべきでは。 

・施設看板の充実は、是非実現してほしい。 

・3～4年と経ってきて認知度が上がっていないと認識されていない委員もいる。

もっと柔軟に使いやすい施設のあり方、ほっと越谷等とのバランスを考えても

良いのではないか。 

・機関紙には、トップページに今度来館したいと思うイベントを乗せたらどうか。

ホームページや機関紙作成で心がけていることは何か。 

・事業予告はペラ紙で、事後報告の機関紙が立派なのは、逆のように思う。 

・機関紙の編集はどのように行っているのか。 

・団体に便利に使ってもらうだけでなく、センターがはぐくむ市民活動もあって

もよい。マンネリ化しないことも必要。    

・周知の方法も、今の時代であるので、ＳＮＳなどの新しい情報発信を考えても

良い。 

・本センターには、さいたま市のセンターのような活気が感じられないが、その

ことは、越谷市の市民活動団体に工夫がないことに因るかもしれない。自分た

ちから活動促進の気運を盛り上げるべき。雰囲気を盛り上げる何かが欲しい。 

・センターの使い方にも、切り替えやメリハリも欲しいところだ。 

・ロビーで話をしていたら、利用者に静かにするよう注意されたことがある。勉

強に使用している利用者が勘違いしているのではないか。 

・このスペースは、おしゃべり可との机上札を作成してはどうか。 
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・自由さが市民活動を育てる。突発的なことに、どれくらい対応できるかで、市

民活動支援センターの真価が決まるのではないか。使い勝手については、規則

だからだめだということでなく、柔軟な運用を心がけていただきたい。 

・市民活動の育成に繋げられるような講座を継続的に行うべきである。 

・若いスタッフにアイデアを出してもらって、自主事業として継続的に考えられ

ないか。使いやすさの追求と並行してやってもらえないか。 

・４階の図書室までは、たくさん人が来る。５階まで足を伸ばしてもらう工夫が

できないか。 

・駐車場が高い。３時間まで無料にするとか、市で検討してもらえないか。 

・利用料の公民館並みの値下げや看板の設置や駐車場料金の要望を出すべきであ

る。 

・登録団体の利用の実態はどうなっているのか。 

・ホームページ機能のグレードアップをしていただきたい。 

・インターネット上で市民活動団体の交流ができるよう考えられないか。 

・他の似たような規模の市民活動支援センターとデータが比較できないか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



９ 

５ 第５回会議 議事録 

 

日 時：平成２９年２月６日（水）１３時３０分～１５：００ 

会 場：市民活動支援センター 活動室ＡＢ 

出席者(敬称略) 

【懇談会委員】櫻井（座長）、松原、三勢、宮﨑、若色、菊池 

【欠席: 会田、深井、高橋】 

【行政】小池、佐々木、高橋(市民活動支援課)、関場（観光課） 

【市民活動支援センター】鈴木（所長） 

【アイル・オーエンスグループ】町田（副社長）、三上、久我、原嶋 

【事務局】丹波（副所長）、今井（副所長）、寺本（副所長）、野口（主任） 

 

（議事・意見等） 

（１）懇談会報告書について 

  平成２７年度・２８年度懇談会報告書について協議を行った。なお、この報

告書をセンターのホームページに掲載してほしいとの要望があった。また、次

期懇談会のあり方として運営委員会のような形としたらどうかとの意見があっ

た。 

 

（その他） 

  第１期懇談会終了にあたり、アイル・コーポレーション（株）町田副社長よ

りお礼のあいさつを行った。 
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６ 懇談会の提案等に関する取り組み 

 

【市民活動支援センター】 

（平成２７年度） 

 ○団体活動の活性化と利便性の向上を図るため、多目的スペースにて登録団体

がＷＩＦＩを使用できる環境を整えた。 

 ○利用者の増加への対応と登録団体の利用利便性の向上を図るため、多目的ス

ペースにテーブルを２組、いすを１２脚増設し、登録団体専用席とした。 

 ○親しみやすい名前がほしいとの要望を受け、公募により、施設の愛称を「な

なサポこしがや」と決定、併せてシンボルマークも公募により決定し、チラ

シ、ポスター、刊行物等で使用を開始した。 

（平成２８年度） 

 ○利用の利便性の向上と施設スペースの有効活用を図るため、利用者用パソコ

ンの設置場所を多目的スペース内に変更した。 

 ○登録団体の施設利用の利便性向上を図るため、旧パソコン室をミーティング

スペースとし、一定の条件のもとに時間単位で、無料利用できるようにした。 

 ○登録団体の施設利用の利便性向上を図るため、一定の条件のもとに活動室で

の飲食ができるようにした。 

 ○もしもの時に利用しやすいように、ＡＥＤの設置場所を多目的スペースのわ

かりやすい位置に変更した。 

 ○登録団体の事業等の周知促進と刊行物等の増加に対応するため、チラシスタ

ンドを１基増設した。 

 

【越谷市】 

①使用料について、料金の見直しと利用しやすいように時間貸しにして欲しい。 

 ・使用料は、地区センター・公民館や市民会館等一定の方法で算出しているの

で、支援センターが割高ということはない。 

 ・時間貸しについては、利用者が使いたい時間だけの利用が増えることで、使

い勝手が悪くなる面もある。 

 

②ＰＲ方法について、広報やツインシティの看板などを利用してはどうか。 

 ・市の広報こしがや季刊版１２月号で、市民活動支援センターのＰＲを行った。

今後も必要に応じ周知する。 

 ・来年度よりセンター機関紙「ななサポ」を回覧配布から全戸配布にする予定。 

 ・市のcityメールを活用し、各種イベントなどセンター事業の告知を行ってい

る。 
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 ・当センターの利用は、登録制となっており、公共サインの整備より、広報や

機関紙、ＨＰ等でセンターの役割や事業などをＰＲした方が効果的である。 

 

③駐車場料金の減免があればいい。 

 ・近年の公共施設の使用料の考え方としては、受益者に負担いただくことが一

般化しており、駐車場の利用料金についても、利用者に負担いただきたい。 

 

④市職員の市民活動に対する理解度が低い。 

 ・市の新入職員には、自治基本条例の趣旨を徹底して教育しており、また、平

成１８年から市主催の協働のまちづくり研修会を実施し、市職員と市民活動

団体との意見交換の場を作っている。今年度で１１回目を迎え、２月１６日

（木）に実施予定。 
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７ 越谷市市民活動支援センター懇談会委員名簿 

 

座長：櫻井 慶一 座長代行：松原 千廣 

所   属   等 氏   名 前 任 者 氏 名 

越谷市コミュニティ推進協議会 会田 雄一 ― 

越谷市自治会連合会 深井 晃 ― 

(登団)こしがや市民活動連合会 松原 千廣 ― 

(登団)越谷市生涯学習推進会 三勢 優紀子 ― 

武蔵野銀行越谷支店 宮﨑 貴夫 大友 謙 

越谷市商工会議所 高橋 奬 ― 

越谷市観光協会 関根 和美 中島 高明 

文教大学人間科学部 教授 櫻井 慶一 ― 

公募 若色 欣爾 ― 

公募 菊池 博之 ― 

 


