
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２９年度第１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２９年７月１８日（火曜日） 

午後５時～午後６時３０分 

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 

４ 出席者名 別紙のとおり 

５ 欠席者名 別紙のとおり 

６ 議題及び公開又は非公開

の別 

（議題） 

・利用者懇談会等における意見

・各区の市民活動ネットワークの状況について 

（公開・非公開の別） 

公開 

７ 非公開の理由 

８ 傍聴者の数 ４名 

９ 審議した内容 
・利用者懇談会等における意見

・各区の市民活動ネットワークの状況について 

10 問合せ先 
市民局市民生活部市民協働推進課 

電話番号：０４８－８１３－６４０１ 

11 その他 



別紙 

No. 委員氏名 出欠状況 

１ 小島 敏也 欠席 

２ 山岸 平二 欠席 

３ 矢那瀬 春代 出席 

４ 三島 由香 出席 

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 欠席 

11 加倉井 範子 出席 

12 須藤 順子 出席 

13 齋藤 友之 出席 

14 永沢 映 出席 

15 青柳 勝久 出席 

16 木島 泰浩 出席 



平成２９年度第１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２９年７月１８日（火） 

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）管理基準等について

（２）利用状況及び実施事業について

３ 議事 

（１）利用者懇談会等における意見

（２）各区の市民活動ネットワークの状況について

４ その他 

（１）ぐるりパネル展について

（２）市民活動サポートセンター夏のセミナーの開催について

（３）南ラウンジ食事利用への対応について

５ 閉会 
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・［資料６］  ラウンジ内掲示 
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さいたま市市民活動サポートセンターの管理運営について 

《報告の趣旨》 

 平成２９年さいたま市議会２月定例会の市民生活委員会において報告した「市民活動サポ

ートセンター管理基準等（案）」に基づき試行的に実施している市民活動サポートセンター

（以下、「センター」という。）の管理運営について、現在の状況を報告するもの 

■アンケートの実施について

○目  的  「管理基準等（案）」が、「市民の福祉が最大限に増進され、センターを設

置した目的を効果的に発揮するためのもの」となっているかという点に

ついて、市民の意見等を把握すること 

○方  法 センターの利用者を対象として、「『管理基準等（案）』に基づくセンター

の管理運営に関するアンケート」を実施（アンケート用紙は施設内に設

置／配布し、回収） 

○実施期間 平成２９年４月１５日～平成２９年５月３１日 

○回 答 数  ２８６件（内、有効回答数１５９件） 

○質  問  「当センターでは、現在利用に関するルール案を作成し、試行的に運用し

ています。利用された皆様のご意見をお聞かせください」として、次の

質問を実施 

■アンケート集計結果

質問１ 利用はしやすくなりましたか（ラウンジ・印刷作業室の予約、利用上のルール等）

回答  

利用しやすくなった 78件 (49.1%) 

変わらない 65件 (40.9%) 

利用しにくくなった 7件 ( 4.4%) 

回答なし 9件 ( 5.7%) 

※管理基準等（案）は、「利用しやすさ」等の視点に基づき検討をしてきており、同基準等（案）に

基づく管理運営については、「利用しやすくなった」との回答が約半数であった。

資料１－１ 

１．利用はしやすくなりましたか（ラウンジ・印刷作業室の予約、 

利用上のルール等） 

２．すべての市民活動団体が公平に利用できていると思いますか 

３．利用頻度は変わりましたか 

４．センター内の館内サイン等、案内表示は分かりやすくなりまし 

たか 
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質問２ すべての市民活動団体が公平に利用できていると思いますか 

回答  

公平に利用できている 128件 (80.5%) 

公平に利用できていない 7件 ( 4.4%) 

回答なし 24件 (15.1%) 

※管理基準等（案）は、「公平性」などの視点に基づき検討をしてきており、同基準等（案）に基づ

く管理運営については、約８割の回答者が公平に利用できていると回答している。

質問３ 利用頻度は変わりましたか 

回答  

以前より増えた 35件 (22.0%) 

変わらない 101件 (63.5%) 

以前より減った 7件 ( 4.4%) 

回答なし 16件 (10.1%) 

※利用頻度については、「利用が増えた」「変わらない」を合わせた回答が８５％となっている。

質問４ センター内の館内サイン等、案内表示は分かりやすくなりましたか 

回答 

分かりやすくなった 54件 (34.0%) 

変わらない 78件 (49.1%) 

分かりにくくなった 2件 ( 1.3%) 

回答なし 25件 (15.7%) 

※管理基準等（案）の検討に伴い、初めて利用する方にも利用しやすい施設づくりを目的として、

館内表示の整備を実施したところ、３４％の利用者が「分かりやすくなった」と回答している。

■利用状況の比較

平成２７年度末 平成２８年度末 
平成２９年度 

（５月末） 

登録団体数 １，７７５ １，８７５ １，８９６ 

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

４月 ５月 ４月 ５月 ４月 ５月 

来館者数 39,339 39,920 39,268 40,517 37,013 39,610 

年間比較 485,822 473,786 ― 

印刷作業室申込数 547 449 267 377 497 431 

年間比較 5,229 4,607 ― 

ラウンジ予約件数 330 298 338 345 345 354 

年間比較 3,707 4,010 ― 

※ラウンジ予約件数：平成２７年度は登録団体が対象 平成２８年度以降は全団体対象



①アンケートの目的

現在、市民活動サポートセンターでは管理運営に関するルール案を作成し、試行的に運用している

が、その運用状況について利用者の意見を集めるため。

②対象者

市民活動サポートセンター利用者

③実施方法

アンケート用紙をラウンジのテーブル上へ設置し、また、印刷作業室やパソコンコーナーの利用者に

も窓口でアンケート用紙を配布し、記入してもらう。

③実施期間

平成29年4月15日～平成29年5月31日

（各項目自由記述欄の波線以下の内容は、6月1日～6月30日に回収したアンケートのもの。）

④回収数

286件

⑤有効回答数

159件

＊回収したアンケートの内、4つの質問のいずれにもチェックがないものは除き、1つ以上チェックがつ

　　いているものを有効とした。

⑥集計結果

4つの質問のいずれでも、現在のセンターの管理運営について、肯定的な意見もしくは以前と変わら

ないという意見が8割ほどを占めた。この結果から、多くの利用者が現在試行的に運用している管理

運営上のルール案について評価、納得していると思われる。しかし、以前の指定管理者が管理運営し

ていた頃と比較して否定的な意見も見られたため、更なる改善や新たなルールの周知方法など、課

題も見つかった。

　次頁から、各質問ごとの集計結果および自由記述で寄せられた意見をまとめる。

市民活動サポートセンター　
管理運営に関する利用者アンケート実施結果について

資料１－２ 

1 ページ



１　利用はしやすくなりましたか

利用しやすくなった 78件
変わらない 65件
利用しにくくなった 7件
回答なし 9件

自由記述欄　

・HPでもう少し詳細を載せてほしい。

・親切。

・空いているときのみ利用している。

・話がすぐ通るので、他の多くの自治体よりすばらしい。

・予約ができることが良い。

・矢印、スペースの説明が良い。

・皆を平等に対応し、優しく対応していただけるようになりました。

・少しやりやすくなったことは、席の予約表示を直接ボードに書くようになったことです。

・明るく空気も良い。

・スペースがうまく運営できている。

・利用板にマーカーと黒板消しがついているので、書きやすく消しやすい。

・スペースが広い。

・看板を書くためにペンと消す道具を用意していただき記入しやすくなりました。

・親切。

・以前の状態はあまり分からないが、今のところ利用しやすいと思う。

・ボードとクリーナーが良かった。

・急に集合の必要性がある時利用させてもらっている。

・予約可能。

・予約可能。

・テーブルが使いやすい。

・パネル直接団体名記入。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

〈6月1日以降分〉

・パネルで団体名が書けるので。

・いつ利用しても空きスペースがあり、安心感がある。

・使いやすい。

・自由に利用できた。

・すぐ利用できた。

・板に直接書くことで、少し予約を書く時間が短くなりました。学習の前に急いで書いていたのですが、

助かっております。

・従前と変わらず利用し易い。

利用しやすくなった

利用しやすく

なった 

49.1% 
変わらない 

40.9% 

利用しにくく

なった 

4.4% 

回答なし 

5.7% 

2 ページ



・そこまで頻繁に利用していないため、前との違いがよく分からない。

・小さいテーブルを多くしてほしい。

・申込みを早くしていても希望のところがとれなくて利用しにくかった。

・以前と変わらず、印刷室利用精算がややこしい。

・少人数なので、予約なしでも便利に使える。

・特に変わりないと思います。

・主にラウンジを利用させていただいていますが、現状のルールが一番利用しやすいのでよろしくお願

いします。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

〈6月1日以降分〉

・初利用だったので。

・コピーでも書類申請は面倒だ。

・前回とあまり変わったところはなかったから。

・以前のNPO時代は垣根がなく、来館しやすかった。

・利用時間を厳密に指定された。

・椅子が低いから。

・以前は親切に教えて頂いたスタッフがいたが、今は勝手にやってという感じ。

・スタッフのご対応に差

・以前より手続きが面倒になったとは思う。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

〈6月1日以降分〉

・事前予約、簡単な作業は口頭で対応できた。

・初めてなのでわかりません。

・不明。変わってから来ておりません。

・以前の方が気がるに使えたかも。

２　すべての市民活動団体が公平に利用できていると思いますか

公平に利用できている 128件
公平に利用できていない 7件
回答なし 24件

回答なし

変わらない

利用しにくくなった

公平に利用

できている 

80.5% 

公平に利用

できていな

い 
4.4% 

回答なし 

15.1% 

3 ページ



自由記述欄

・早めに場所を確保している。

・（公平に利用できている）という印象を受けました。

・机の利用が時間どおりでないケースがあり、次が迷惑することあり。

・恣意的な対応がなくなり、公平な感じになったと思います。

・とりあえず活動場所が確保できますので、学習などしたいサークルなどはできていると思います。

・予定時間までちゃんとやっているから。

・不公平を感じたことはない。

・いろいろの団体が多いので、周囲が雑音が多かった。

・ラウンジ空いていれば先着順

・前から差別され又優位劣位されたことはない。

・このような場所を設けていただき利用させてもらっている。

・どこの団体でも気やすく使える。

・予約可能、先着順。

・予約、先着順。

・みなさんルールをよく守って利用していると思います。

・できていると思う。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

〈6月1日以降分〉

・予約先着。

・使用を断られたことがない。

・良いと思う。

・すいていた。

・予約又は先着順。

・なんとなく、です。詳しくは知らないので。

・とくに大きな問題はないと思ったから。

・登録団体は希望するところをすべて受け入れてほしい。

・立礼式の茶道を許可しなかった。

・名指しで、～さんには言ってもムダと言われた。人によってはていねいに教えてくれたりと不公平。

・経験不足かと思われる。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

〈6月1日以降分〉

・他の部会の声が聞こえてくるのが気になる。

・分からないが、難聴の人達の声がうるさいと言われることが多いので、迷惑にならないコーナーが欲

しい。

・全体的な利用状況が分からないので答えられない。

・分からない。

・分からない。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

〈6月1日以降分〉

・分からない。
・今後10階の部屋を使用したいが、予約しにくい。

公平に利用できている

公平に利用できていない

回答なし

4 ページ



３　利用頻度は増えましたか

以前より増えた 35件
変わらない 101件
以前より減った 7件
回答なし 16件

自由記述欄

・利用し易くなったと思います。

・関連団体との連絡もできるようになった。

・北浦和での講座から浦和へと活動の場が変わった。

・会議が増えた。

・会議が増えた。

・使い良い。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

〈6月1日以降分〉

・会議（打ち合わせ）。

・上記１と同じ。（いつ利用しても空きスペースがあり、安心感がある。）

・使いやすい。

・広々として使いやすい。

・変わりなし年2回

・会の活動が今ので十分（できる範囲）なので。

・使われてない机があるから。

・必要な時に来館しそれなりに目的は達成できている。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

〈6月1日以降分〉

・初利用だったので。

・4月の総会で年度計画を立案し実施している。

・月１ペースだから。

・文化祭

・学習時間に合わせて使っているので。

以前より増えた

変わらない

以前より

増えた 

22.0% 

変わらない 

63.5% 

以前より

減った 

4.4% 

回答なし 

10.1% 

5 ページ



・使いづらい。以前のスタッフはとてもていねいに教えてくれた。残っている人もいるが、２０：５５になる

と終えてほしいのか何度もせかされた。

・事務所を持ったため。

・相談事ができない。

・個々の団体の活動としての利用頻度は変わらないが、サポセン主催のイベントへの参加が減った。

・いそがしかったから。

４　センター内の館内サイン等、案内表示は分かりやすくなりましたか

分かりやすくなった 54件
変わらない 78件
分かりにくくなった 2件
回答なし 25件

自由記述欄

・利用ボードが使いやすい

・案内表示が以前よりわかり易くなったと思います。

・これからもよろしくお願いします。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

〈6月1日以降分〉

・お知らせで利用不可の日時表示されてわかりやすい。

・エレベーター前の予約情報が便利です。

・テーブルがいつも同じ場所だから。

・利用時間等の記入がボードになったのは良かった。

・飲食可や飲むのみ可、不可などは初めて来た人には分かりづらいかなと思っていますが、あまり困る

ことはないようだとも思います。

・不便は感じない。

・表示にかかわらず利用に慣れているのでサインを意識していない。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

〈6月1日以降分〉

・予約席と非予約席の区別を明示してほしい。

・初利用だったので。

・いつも同じあたりの場所を使っております。となりの展示スペースを時々見せていただいています。な

ので、案内を見ることはあまりないので。

・目立たず、わかりにくい。（利用予約）

・今までどおりだと思ったから。

分かりやすくなった

変わらない

以前より減った

分かりやすく

なった 

34.0% 

変わらない 

49.1% 

分かりにくく

なった 

1.3% 

回答なし 

15.7% 
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・不明。

・初めて来た人にはテーブルの位置が分かりにくい。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

〈6月1日以降分〉

・分からない。利用頻度が低いので。

回答なし
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年計 月平均 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月

468,139 467,300 474,467 484,279 485,822 473,786 39,482.2 37,013 39,610 39,699

8,552 9,036 9,722 11,012 10,829 11,360 946.7 890 835 771

175 131 124 126 129 109 9.1 14 10 8

391 111 501 297 377 401 33.4 24 5 5

団体ロッカー（大） 75 2 131 71 81 71 5.9 4 1 0

団体ロッカー（小） 236 61 217 126 166 197 16.4 6 3 1

メールボックス 80 48 153 100 130 133 11.1 14 1 4

196 193 129 197 195 134 11.2 7 8 15

データプロジェクター 93 100 70 95 110 71 5.9 4 5 4

オーバーヘッドプロ
ジェクター

7 5 1 2 3 2 0.2 0 0 0

移動式スクリーン 19 23 13 30 33 19 1.6 0 2 0

ビデオ一体型DVDプ
レーヤー

37 28 19 34 14 0 0.0 0 1 1

ブルーレイディスクプ
レーヤー

- - - 4 13 14 1.2 0 0 1

ワイヤレスマイク装置 23 19 16 16 16 22 1.8 3 0 0

ショルダーメガホン 1 2 0 9 0 1 0.1 0 0 0

展示パネル 16 16 10 7 6 5 0.4 0 0 9

76 79 63 60 71 68 5.7 6 5 10

5,323 5,638 5,706 5,822 5,732 7,190 599.2 817 751 728

コピー機 1,715 1,792 1,803 1,889 1,889 1,657 138.1 146 154 165

モノクロ印刷機 2,684 2,884 2,839 2,837 2,769 2,535 211.3 288 234 203

高速カラープリンタ 773 757 821 814 791 601 50.1 75 72 57

大判プリンタ 151 205 243 282 283 156 13.0 13 12 10

印刷機器以外 2,241 186.8 295 279 293

947 78.9 104 90 64

2,009 2,726 3,073 3,301 3,707 4,010 334.2 345 354 351

1,800 2,123 2,047 2,064 2,051 1,794 149.5 148 149 198

1,354 1,525 1,404 1,684 1,546 736 61.3 102 111 98

1,149 95.8 84 106 96

38 24 28 32 19 5 0.4 2 0 0

71,708 69,128 87,647 90,444 88,479 61,356 5,113.0 4,512 5,030 5,111

さいたま市市民活動サポートセンター利用状況

平成
24年度

平成
25年度

平成
26年度

平成
27年度

項目
平成
23年度

平成29年度

来館者

総合案内対応

市民活動団体登録届

平成
29年度

平成28年度

Webアクセス

貸出機材利用

多目的展示コーナー利用

印刷作業室利用

印刷作業室利用予約

Web登録団体

団体ロッカー・メール
ボックス

ラウンジ利用予約

チラシ・ポスター設置

パソコン・コーナー利用

備品使用

資料２－１ 



- 1 -

【七夕飾りでＰＲ！－私たちこんな活動をしています－】 

事  業  報  告 

１ 事業概要 

 市民活動団体のＰＲ及び団体相互の交

流並びに「集まりやすく居心地のよい」

雰囲気の創出を目指したセンターの環境

づくりを目的とし、市民活動団体自らが

作成した、七夕をテーマにしたＰＲ素材

を展示パネルにて展示を行い、また、別

に用意した笹への七夕飾りを参加団体を

はじめ多くの市民とともに飾り付けを行

う。 

２ 募集期間 

募集（周知）方法 

チラシ及びポスターを作成し館内掲示

並びにＷｅｂサイト「さポット」掲載 

募集期間：平成２９年５月１９日（金）から６月１４日（水）まで 

３ 展示期間及び会場 

展示期間：平成２９年６月１９日（月）から７月９日（日）まで ２１日間 

会  場：中央ラウンジ 

４ 参加団体 

パネル展示参加団体（１０団体） 

１ NGO東北復興支援スマイルツリー 

２ NPO法人 ミランクラブジャパン 

３ NPO法人 岩槻まちづくり市民協議会 

４ 北浦和総合型地域ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝｸﾗﾌﾞ「ふれあいプレイランド」 

５ フレーベル折り紙の会

６ NPO法人 教育ネットワーク・ニコラ 

７ 財団法人 天風会さいたま賛助会 

８ 双極くらぶ HAPPY 

９ リレー・フォー・ライフ・ジャパンさいたま実行委員会

10 ののはなの会 

七夕飾り付け参加者（２２名）※６月１８日のみ 

≪皆さんと行った七夕飾り≫

資料２－２ 



夏の交流イベント 展示作品一覧 

ＮＧＯ東北復興支援  ＮＰＯ法人  ＮＰＯ法人  ふれあいプレイランド フレーベル折り紙の会

スマイルツリー ミランクラブジャパン  岩槻まちづくり市民協議会 

ＮＰＯ法人    財団法人    双極くらぶＨＡＰＰＹ  リレー・フォー・ライフ・ ののはなの会 

教育ネットワーク・ニコラ  天風会さいたま賛助会  ジャパンさいたま実行委員会 



項目 意見 市の回答（利用者懇談会時点）

ヘイトスピーチと取られかねない展示をしている団体がいる。国際交流センターが近くにあるからというわけではない
が、色々と考える必要がある。

－

「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」（以下「ヘイトスピーチ対策法」
という。）に抵触するような展示をしている団体がある。

－

センターの登録団体が、浦和パルコ前で、ヘイトスピーチにあたるような活動をしているという話を聞いたことがあ
る。

－

登録団体であれば、何を（展示）してもよいというわけではない。
多目的展示コーナーの展示方法をしっかりと考える必要がある。
何か問題があれば、利用者に注意してほしいというスタンスなのか。

条例に反するものや人権侵害にあたるようなもの等があれば、逐次注意等している。
ただ、検閲にあたるようなことはできない。

ヘイトスピーチのことは国連が問題視している。
センターで、それにあたるようなことをしてもよいのか。
しっかりと対応する必要があると思う。

市としても、ヘイトスピーチ対策法が成立したので、ガイドライン等に即して、適切に対応
していきたい。
何か新たなものを作る必要があれば、運営協議会や利用者懇談会等で、利用者の意見を聴い
ていく。

法務省から、「このような場合は、ヘイトスピーチ対策法に抵触する。」というようなものが出たという新聞記事が
あった。
地方自治体にも照会等しているらしいので、さいたま市の対応状況を確認するのがよい。
また、東京弁護士会が、以前、ヘイトスピーチに関する意見表明をしている。
以前の運営協議会で、それを資料としているので、センターの資料コーナーにも残っているはずである。
前々回の利用者懇談会でもこの話は出ているが、その後の運営協議会の資料には載っていなかったが、それはなぜか。
運営協議会の資料は、資料コーナーにも設置するのがよい。

ヘイトスピーチの話があったのは、前回（第2回）の利用者懇談会である。
前回（第2回）の利用者懇談会と、その後の第3回の運営協議会までの日数が短かったことか
ら、当初より、第3回の運営協議会の資料には載せず、今度の第4回の資料とすることになっ
ていた。
よって、第4回の運営協議会の資料に、それも含めて、第2回と、今回（第3回）の利用者懇
談会の意見を載せる予定である。
運営協議会の資料は、「附属機関等の会議の公開に関する要綱」の規定に基づき、市ウェブ
サイトと区役所の情報公開コーナーで公開している。
今後、センターの資料コーナーにも配置するとともに、市ウェブサイトと「さポット」をリ
ンクする。

攻撃的であるとか、ガイドラインに即していないとかだけではなく、内容を見て、「○○人は○○」であるといような
表現をみて判断する必要がある。

－

黙認は加害と同じである。
人権侵害やヘイトスピーチは見過ごしてはいけない。

－

ヘイトスピーチにあたるからという理由で、センターの登録を取り消されてしまうのも恐いと言うのはあるが、注意し
ても言うことを聞かない団体に対しては、どのように対応することを考えているのか。

1回注意して、言うこと聞かないから、登録取消ということではなく、基本は、対話を重ね
て行くことを考えている。

どこまでが良い展示で、どこからが悪い展示であるのかがはっきり分かるとよい。 －

多目的展示コーナー利用調整会の中で、ヘイトスピーチにあたるようなものがあれば、その段階で注意するとよいので
はないか。
実際に展示してからでは難しいのではないかと思う。
「イエローカード」にあたるような団体はあるのか。

どの団体が、「イエローカード」であるというのはないが、注意をすることはある。
市民活動団体の定義に当たらないような展示内容であれば、注意しなければならない。

多目的展示コーナーの展示以外にも、ラウンジで、政治的なチラシを広げていたりすることはある。
センターが「自由」であるのはよいが、そのような活動をしている団体の格好の休憩場所として扱われるのも、良いの
か悪いのか分からないが、疑問に思うこともある。
どのように、センターをマネジメントしていくべきか。

－

ラウンジを利用できるのが登録団体のみというのはあり得ない。
団体を立ち上げるまでの話をしたりすることができるスペースとしての機能も大切である。
本当の意味での市民活動の支援というのが大切である。

－

利用者懇談会等における意見［利用者懇談会］平成28年度第２回（H28.10.26）及び第３回（H29.3.15）

ヘイトスピーチ

資料３－１ 
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項目 意見 市の回答（利用者懇談会時点）

利用者懇談会等における意見［利用者懇談会］平成28年度第２回（H28.10.26）及び第３回（H29.3.15）

Wi-Fi導入はできないのか、しないのか。

無線LAN（Wi-Fi）導入に関する意見は多くいただいている。
現在、所管（ICT政策課）が、公共施設の無線LAN整備に関して、全庁的な指針、基準とな
る、「さいたま市公衆無線LAN整備指針」及び「さいたま市公衆無線LAN安全対策基準」の作
成を進めており、平成28年度中に作成予定である聞いている。
今後、当該指針及び基準を踏まえて、検討を進めていくことになると考えている。

その進捗（指針及び基準の作成）状況等を知ることはできるのか。
多くの場所で導入されているので、もっとスピーディにできるのではないか。

予定どおり、平成28年度中に作成されれば、平成29年度第1回運営協議会において、その内
容を報告したいと考えている。

フェスティバル開催に関する情報が「さポット」に掲載されるのが遅かった。もっと情報公開をやってほしい。Wi-Fiに
関しても、もっと進捗状況等を公表してほしい。
10階（浦和コミュニティセンター）はどうなっているのか。

指定管理者（さいたま市文化振興事業団）が提案事業として導入している。

サインボードの記載方法が変わったが、以前は、紙に書いてもらい、それを残していたので、どのような団体が利用し
たかが分かったが、（透明ボードへの直接記載に変わり、）今後は、どのようにしていくのか。

以前より、サインボードへの記載は必須ではなかったため、書かない人が多くいたため、平
成28年4月以降、紙による集計は行っていない。
データとして集計し、分析するならば、もう少し正確に収集しなければ、あまり意味がな
い。
直営移行にあたり、利用申込方式に変更し、利用状況を把握することも検討したが、セン
ターの理念にも合わず、また、利用者の手間を増やすだけであることから、実施しなかっ
た。
よって、現在は、カウンターでの測定する来館者数とラウンジの利用予約件数により、利用
状況を把握している。

紙が残っていれば、傾向を見ることはできるかもしれない。
サインボードに、きちんと団体名と利用予定時間を記載してもらい、他の利用者に、活動状
況等を認識してもらうことを、第一義として考えている。

紙ではなく、書き消し可能なパネルへの記載だと、利用時間を途中で自由に書き換えて、「ズル」をして利用すること
もできる。

ラウンジの利用時間は「原則3時間」であり、それを超えての利用は、利用状況やその後の
利用予定を加味して運用を図っている。

決めたとおりに行っていくだけではなくて、良い意味で、緩い、臨機応変な対応を大切にしてほしい。
（団体の設立や運営には、）できたりできなかったり、やれるやらないであったり、「芽」の段階というのはあり、そ
の段階も大事である。
団体名が決まってないのに、申込書等に団体名を書くということになると、別団体の名前を書いたり、嘘をつくことに
なってしまうが、それは嫌である。

－

窓口での相談について、業務委託の仕様書で、市民活動の経験者を入れるという話だった思うが、実際に相談に行った
が、無駄だったという話を聞いた。
来年度、また委託業者が替わるということであるが、そのあたりは大丈夫なのか。

業務委託の仕様書を大きく変えている訳ではないので、委託業務を円滑に履行できるような
人員配置等を盛り込んでいる。

フェスティバルに来ていた団体の方より、昨年度は、色々とアドバイスをいただいたが、今年度は、社会福祉協議会に
相談に言ったという話があった。
業務委託が、単年度の契約になってしまうのであれば、今後の対策を考えた方がよい。
相談には、ナーバスなものもある。
仕様書に記載があるというだけでは、利用者に満足度を上げるのは難しい。
長年築いてきた信頼（傾聴してくれる、つなぎ役を果たしてくれる等）を崩さないようにしてほしい。

他の市民活動団体や市の所管に繋げる等しているが、対応が難しい相談もある。
今年度の相談対応の記録もあるので、それらを蓄積・共有し、質の向上に努めたい。

これまでの相談記録に基づき、新しい委託業者（職員）を指導してもらえるとよい。 －

委託業者は、価値判断ができるのかどうか。
できないのであれば、市の職員が相談に乗るしかない。
価値判断ができない相手には、対話もできない。
行政は、軽々しく価値判断ができないという問題がある。そういうこともあり、相談がしにくいということがあると思
う。
委託業者がどこまで相談に対応できるのかを考えると、一定の価値判断ができる人間が、運営に入る方法があり、その
一つは、指定管理である。
そのような人間が指定管理者として入っているのは、合理的であると思う。

－

相談機能

無線LAN（Wi-
Fi）

サインボード
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項目 意見 市の回答（利用者懇談会時点）

利用者懇談会等における意見［利用者懇談会］平成28年度第２回（H28.10.26）及び第３回（H29.3.15）

昨年の説明会で、指定管理に「最短２年」で戻ると言っていたが、今度の6月定例会で、条例の附則が取れなかった場合
は、いつ、指定管理に戻せるのか。

指定管理者の選定については、募集期間、公開プレゼンテーションの実施、選定委員会の開
催（審査）等があるので、その作業に一定の時間がかかる。
その後、選定案等を上程することとなる。
一般的には、12月議会で選定案等を、２月議会でその内容に基づく予算案を上程するスケ
ジュールとなっている。

現段階で、条例が改正されていないということは、再来年度の指定管理は無理ということか。
議会に関する事項もあるため、所管の考えで、その可否は言えないが、準備は進めていく。
昨年2月時点での最短スケジュールよりは、少し遅れている。

団体登録 団体登録の更新について、考えていることはあるか。
登録団体の中には、既に解散している団体や活動していない団体も一定数存在することが想
定される。
現状では、登録団体の取消方法は、団体から取消届による手続きのみである。

印刷作業室
（コピー機）

コピー機のために、両替機を設置してほしい（複数の利用者より）。
両替については、これまでもご意見をいただいている。
どのようなことが可能であるか検討したい。

セミナー セミナーが開催されなかったが、来年度はどうするのか。

セミナーは、平成29年1月に開催している（NPO法改正に関する説明会）。
また、自主事業として、クリスマス展示や「ぐるりパネル展」等を実施した。
来年度のセミナーについては、予算要求もしているので、団体や利用者の関心の高い内容と
なるよう検討し、開催していきたいと考えている。

条例改正

未だにセンター条例の改正が納得いっていない。
指摘された14団体は、「問題ない」とされたが、名誉が回復されたとは言えず、また、条例改正には根拠がないと思っ
ている。
「協働」の理念に合致した運営がなされているとは思えない。
また、その際に、議員に誤った情報を提供した者がいる。
私達の活動を写真に撮ったりしていたが、そのようなことは許されるのか。
今回のことを検証する委員会を設置してほしい。
また、「公安」の人がうろうろしている。
私達の活動が監視されているのか。
公民館での活動の監視に「公安」が入っているのか知っているか。
周囲に変な人がいて、そのあたりが気になっている。

－

ルールは守らなければいけないが、「グレー」な部分もあるので、市民の知恵を生かしてほしい。
「センターは何であるか。」ということが薄れて来ているように思える。
そのことを再認識することが大切である。
「さいたま市市民活動サポートセンターとは
・地域の課題解決に向けて活動する市民のためのスペースです。
・市民と市民、行政と市民、多様な連携・協働を実現するためのスペースです。
・スペースの運営には市民の知恵を活かします。問題があったら、まず当事者を交えた「市民と行政の協働の精神」の
知恵で解決に努力します。」
というような、センターの役割と利用する市民のマナーを分かりやすく表現したフレーズを何らかの形で、市民にア
ピールする方法を、運営協議会で検討してほしい。

－

（上記の提案に対して）
素晴らしいと思う。
もう一つ付け足してほしい言葉がある。
ディスカッションでも、ディベートでもなく、ダイアログ、「対話」という言葉である。
「対話」の場を作るということが注目されている。
行政と市民の対話、議員と団体の対話、色々な対話の形がある。
色々な対話をしていき、お互いを尊重していけば、色々なことが良くなっていくと思う。

その他

指定管理
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No.
対応
年月日

対応者 相談等内容 対応内容

28-
192

H29.3.3
委託職
員

フェスティバルの準備の日だっ
たが、学生や親子連れが来館。

事情を説明のうえ、お帰りい
ただいた。

28-
193

H29.3.3
委託職
員

印刷作業室の利用申込みが多
く、印刷機が空いていてもパソ
コンが空いていない。

お待ちいただき、順番にご案
内した。

28-
194

H29.3.6
委託職
員

ラウンジを使用する際、サイン
ボードの透明カバーにホワイト
ボードマーカーで直接記入し、
使用後に消してもらうようにし
た。

使用後の消し忘れもあった
が、サインボードに記載する
団体が増えた。この直接記入
する方法は利用しやすいとの
ご意見もいただいた。

28-
195

H29.3.7
委託職
員

予約した印刷機以外の印刷機器
も利用する団体が３団体続き、
印刷作業室が混雑した。パソコ
ンで印刷前に編集を行うものの
時間がかかり、パソコン待ちの
状態もあった。

お待ちいただき、順番にご案
内した。

28-
196

H29.3.8
委託職
員

ラウンジ使用の際のサインボー
ド記入について、書いてくれる
団体が増えた。しかし、間違っ
てサインボードの中にある紙に
書いてしまう団体もあった。

サインボードの記入方法につ
いて案内した。

28-
198

H29.3.11
委託職
員

ラウンジの利用者が多かった。
倉庫から椅子（5脚）を出して
対応した。

28-
199

H29.3.12
委託職
員

市職員

ロッカーの抽選で、平成29年度
から大ロッカーの利用が決まっ
ていた団体の方から、小ロッ
カーへの変更は可能かと問い合
わせがあった。

通常は変更できないが、現在
は可能と回答した。

平成29年３月分（13件）

主な窓口対応等

資料３－２ 
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No.
対応
年月日

対応者 相談等内容 対応内容

平成29年３月分（13件）

主な窓口対応等

28-
200

H29.3.17
委託職
員

公益信託法についてやってみた
いと思うがどこか一緒にできる
団体はないかという問い合わ
せ。補助金やCSRの関係者かと
思い、協働推進課を紹介した。
帰りにもう一度立ち寄られ「日
本NPOセンター」を紹介された
ことをうかがった。

公益事業に対しても信託を組
める法律が施行されようとし
ていることを教えていただい
た。

28-
201

H29.3.18
委託職
員

印刷の利用で当日の朝９時ごろ
来館。今日の12時に印刷を使い
たいのに、なぜ当日の予約がで
きないのか、とのこと。
どうしてもこの日しか来れな
い、この時間しかできないのに
なぜなのか、確実に利用したけ
れば朝から並んで待たなければ
ならないのか、と話があった。

利用者の声として、あげさせ
て頂いた。

28-
202

H29.3.25
委託職
員

印刷作業室、ラウンジとも混雑
した。

ソファーでラウンジが空くの
を待っていただいた。

28-
203

H29.3.30
委託職
員

市職員

高速カラープリンターでハガキ
を両面印刷をしたところ、１枚
ずつ５回印刷したが、全て紙詰
まりがおきた。

IJハガキに設定しても紙詰ま
りが起きた。利用者が持参し
たハガキ１枚と、普通の紙で
ハガキサイズに切って印刷し
たところ、ハガキは紙詰ま
り、普通の紙は紙詰まりなく
印刷できた。ハガキと印刷機
の相性が合わないかもしれな
いと案内した。

28-
204

H29.3.31
委託職
員

市職員

多目的展示コーナーでの展示に
関連し、Ｃテーブルでイベント
として楽器演奏をしていた。

市職員から、楽器演奏は控え
るように注意した。
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№
対応
年月日

対応者 相談等内容 対応内容

1 H29.4.1 市職員

モノクロ印刷機２号機が何
度も重送検知でストップす
るので、どうにかならない
か。

用紙を確認したところ、各用紙が
くっついており、そのために重送さ
れてしまうものと思われた。天気も
悪かったため、湿気のせいかと思わ
れると話をした。解決するかは分か
らないと前置きした上で、モノクロ
印刷機１号機に移動していただい
た。
その後も重送検知はあったようだ
が、特にお声がけいただくこともな
く、印刷作業をされていった。

2 H29.4.1 委託職員
婚姻届けの用紙はここに置い
ていないか。

当センターにはない旨お話しし、市職
員が支所に置いてあるかを確認中に
お帰りになる。

3 H29.4.2 委託職員ゴミ箱はないだろうか。

センターにゴミ箱の設置はなく、ゴミは
各利用者にお持ち帰りいただいている
と話した。しかし、よくよく聞いてみる
と、サインボードに設置しているイレイ
ザーの消す部分が汚れてきたために
マジックを消すことができなかったの
で、消す部分のシートを１枚はがしたと
いうことであった。そういうことであるな
らばと、剥がしていただいたシートを受
け取り、お礼を伝えた。

4 H29.4.3 市職員
さいたま市生涯学習人材バン
ク登録名簿はおいてあるか。

担当課に確認したところ、作成中のた
め、出来上がったら部数は少ないが市
民活動サポートセンターに配布予定と
のこと。また、公民館、図書館等にも配
布予定とのこと。

5 H29.4.4 委託職員

不登校・引きこもりの学童
を支援している団体を知り
たい、もしくは調べ方を教
えて欲しい。

団体ファイルの閲覧、もしくはさ
ポットで検索、チラシなどで調べて
いただくようお願いした。

6 H29.4.4 委託職員
南の自動販売機で、お茶を
買ったのに、商品が出てこ
ない。

確認したところ、商品も出ておら
ず、返金もされないため、販売機記
載の連絡先へ直接連絡してもらうよ
うに伝えた。

7 H29.4.5
委託職
員

市職員

市報P17「めざせ！１日8､
000歩！健康マイレージの参
加者」の申込書をお求めの
方。

市職員に確認。各区役所情報公開
コーナーで配布されていることを説
明した。

平成29年４月分（56件）

主な窓口対応等
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№
対応
年月日

対応者 相談等内容 対応内容

平成29年４月分（56件）

主な窓口対応等

8 H29.4.5 市職員

「さポット」に団体マイ
ページを更新したのだが、
操作を間違えていないか確
認したい。
また別件になるが、団体募
集のチラシなどをセンター
に置かせてもらうことはで
きるか。

団体マイページは更新されたものが
センターに上がってきており、既に
公開しているので、ご確認いただき
たい。
チラシは、内容を確認してからにな
るが、ご持参いただければセンター
に配架することはできる。

9 H29.4.5 市職員

知り合いの元に「あなたの
やっていることは間違って
る！」といった内容のメー
ルが届くので相談した。
メールの送信元のアドレス
から調べるに、さいたま市
の市民活動団体であると推
測される。まだ確証がない
ので団体名は伏せるが、今
後、団体について確証が持
てた場合、その団体がセン
ターの登録団体であるか
や、登録情報を教えてもら
うことはできるのか。な
お、さポットは既に確認し
ているが、その中に当該団
体はなかった。
被害届を出すことなども考
えてはいる。

センターに登録しているかどうか
や、登録情報の中で公開のものにつ
いては、聞いていただければお答え
することはできる。また資料コー
ナーなどもあるので、そこから自由
に情報を得てもらうこともできる。
しかし、そのメールの送信者が、本
当に電話主さんが調べた団体である
かどうかは、こちらでも分からな
い。

⇒相手方に返信はしたが、反応はな
いとのこと。メールの送信元につい
て確証が持てたら、再度相談すると
のこと。

10 H29.4.7 委託職員
返金ロッカーの荷物は何時
までに取りに来れば良い
か。

当日のみになるので２１時３０分ま
でに取りに来ていただくよう説明し
た。

11 H29.4.7 委託職員
ロッカーの位置が低く暗証
番号が見えづらいから暗証
番号を間違えてしまう。

ロッカーの位置は変更できないの
で、閉めるときは確認して頂くよう
お伝えした。

12 H29.4.8 委託職員

予約をしているのに、当日
空いている席がある。来館
しているかどうか確認はし
ているのか。

ラウンジを巡回する時もあるが、全
て確認はしていない。ご意見として
承っておく旨お伝えした。

13 H29.4.8 委託職員
3/23の法律相談の先生を教
えて欲しい。弁護士会では
教えてもらえなかった。

当日直接先生に聞いて頂かないとこ
ちらからはお答えできないとお伝え
した。

14 H29.4.9 委託職員日本語の勉強をしたい。

国際交流センターの業務時間が終了
していたため、問い合わせの連絡
先、業務時間等を伝え、パンフレッ
トの場所をご案内した。
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№
対応
年月日

対応者 相談等内容 対応内容

平成29年４月分（56件）

主な窓口対応等

15 H29.4.10委託職員

外国人とお話しがしたいが
英語が得意ではない。国際
交流センターが良いのはわ
かるが敷居が高い。

チラシの中で仲間募集（B)などから
探していただこうとご案内したが、
「外国人119ネットワーク」のチラ
シがあったのでお渡しした。119
ネットワークはYMCAを中心に活動し
ているので北浦和のYMCAもご紹介し
た。

16 H29.4.12委託職員

多目的展示コーナー利用の
方から搬入した空箱等を置
く場所があるかの問い合わ
せ有。

市職員に確認し、基本的にはお持ち
帰り頂くが椅子、テーブルの移動の
妨げにならないように置くこと、そ
の期間何かあっても保証できないこ
とをお伝えして了承頂く。

17 H29.4.13委託職員

多目的展示コーナーの案内
が1F出入口にあるといい。
見逃してしまう場合があ
る。展示内容がわかると足
を運ぼうと思う。

市職員に聞いてみますとお答えした
が、要望としてお願いしたいとのこ
と。

18 H29.4.13委託職員
先週の弁護士先生の名前が
知りたい。

直接、先生にお伺いをしていただか
ないとこちらでは把握していないこ
とを説明した。

19 H29.4.14
委託職
員

市職員

多目的展示コーナー利用の
方から　大きなあぶがでて
きて、刺されるとこわいの
で駆除してほしいと依頼有
り。

市職員が駆除した。

20 H29.4.18 市職員

かなり前に「さポット」に
登録したが、団体情報が現
在の情報と違っているので
修正したい。IDやパスワー
ドは忘れてしまったのでど
うしたらよいか。

当該団体の方であることを確認の
上、IDとパスワードを伝え、パソコ
ンで同じ画面を見ながら団体情報の
更新を行った。また、さポットで可
能な団体のPR方法を説明した。

21 H29.4.19 市職員

演奏やマジックなどをボラ
ンティアでやってくれる団
体の情報を教えてもらいた
い。

当センターの得意技出前コーナー、
社会福祉協議会の匠ボランティアの
冊子を紹介した。また、同フロアに
あるシルバーバンクでもボランティ
ア情報があるため案内し、シルバー
バンク職員に引き継いだ。

22 H29.4.19 市職員
市で実施している出前講座
の冊子は置いていないか。

平成29年度版の出前講座の冊子は、
5月にセンターに届く予定である旨
を伝えた。また平成28年度版の出前
講座の冊子を参考資料として閲覧し
ていただいた。
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№
対応
年月日

対応者 相談等内容 対応内容

平成29年４月分（56件）

主な窓口対応等

23 H29.4.19委託職員
プロジェクター①の映り悪
い。（１０階のコミュニ
ティセンターでの使用）

違うプロジェクターをお貸しする。
４月２０日市職員と映り方の確認を
実施。コントラストや明るさの設定
変更により、見えにくい状態となっ
ていたため、設定をリセットした。
ランプ交換時期ではないため、しば
らく様子を見ることとする。

24 H29.4.19委託職員
予約席に違う団体が座って
いる。

お声をかけたところどこでも利用し
ていいと思ったとのこと。予約団体
の方に確認したところ、空いている
ところを利用するから大丈夫とおっ
しゃっていただき、予約なしの団体
には予約の取り方や予約表の説明を
させていただいた。

25 H29.4.20委託職員

国際交流センターのボラン
ティアの方から、椅子を借
りたがシミや汚れがひどい
ものが多いので修理や交換
をお願いしたいとのこと。

市の方で判断してもらい対処しても
らうようにします、とお答えした。

26 H29.4.21委託職員

社会人になってからピアノ
を始め、作曲も手掛けるよ
うになった。ピアノ発表会
を催し、チラシを配架して
いるがチラシを持っていく
人が少ないので困ってい
る。

ピアノだけの発表会よりは、何か特
徴を出し、他の団体や楽器とコラボ
をする、作曲に力を入れてチラシを
作る、といったことが必要だと思う
と提案してみた。今後コンクールに
も挑戦してみるとのこと。

27 H29.4.21委託職員

アンケートをお願いした中
央ラウンジの方たちから展
示パネル（さいたまクリテ
リウムの宣伝）があるので
暗いという意見を言われた

以前からの利用者だったので、以前
やっていた夏の七夕展示やクリスマ
ス展示も中央ラウンジでやっていた
ので、そのお話しをしてご理解をお
願いした。照明を早めに増やした。

28 H29.4.21委託職員

Fラウンジを予約していた団
体が、予約時間が近づいて
いるのに現在使用している
団体が終わる気配がないの
で、声をかけてほしいと言
われた。

使われている団体にお声掛けをした
ら、すぐに撤退してくれたが、予約
表の立て札自体が床に置かれてい
て、次の予約には気が付かれていな
いようだった。
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№
対応
年月日

対応者 相談等内容 対応内容

平成29年４月分（56件）

主な窓口対応等

29 H29.4.21委託職員
モノクロ印刷をしたら違う
原稿が出てきた。

製版ができていない状態で印刷を押
してしまったために前の原稿が出て
きてしまったと説明したが、納得し
て頂けず、市職員に対応を依頼し
た。

30 H29.4.22委託職員
電池の回収BOXはどこにある
か。

中央図書館にあるようなので、確認
してみてくださいとお答えした。

31 H29.4.22委託職員

北ラウンジ勉強スペースが
いっぱいの時や他のラウン
ジが空いているときには一
般の利用者にも使わせてほ
しい、活動団体が来たら外
すとかもっとスペースを有
効に利用してほしい。会議
の声は気にならないが、学
生の独り言や会話が気に
なってしまう。

市民活動の為の施設である事を伝
え、ご意見として承っておく旨お伝
えした。

32 H29.4.22委託職員
身障者手帳を忘れてしまっ
たが、駐車券の減免をして
ほしい。

身障者手帳を確認できないと減免は
できない旨伝え了承して頂く。

33 H29.4.22委託職員

コピーに来た方。当初A3→
A5を希望されるもコピー機
にはA5用紙がなし。縮小し
てA4を2つに裁断するか検
討。1部試し刷りをしたが意
向と違うとおっしゃった。

結局A3→B5にて納得していただいた
が、当コピー機には縮小倍率A3→B5
がなかったので市のコピー機にて倍
率を確認し手入力で対応した。

34 H29.4.23委託職員

中央エレベーター１階のス
ペースにコムナーレが管轄
している掲示コーナーは一
般の方は使用できないの
か。空いているスペースが
あるのでもったいない。

市職員に確認し、推進課が管轄して
いるかもしれないとの事。本日は担
当課が不在の為、ご本人が確認して
みるとおっしゃって帰られた。

35 H29.4.23委託職員

屋上庭園で遊んでいたお子
さんの手の指にとげが刺さ
り休日急患診療の場所を教
えてほしいとの要望あり。

サポートセンター備え付けの市報で
確認し休日急患診療所の電話番号を
お知らせした。

36 H29.4.24委託職員

予約を取ったはずなのに、
知らない方が、２，３名
座っていて、お声をかけた
ら、ここにと言われたと
言っているので、確認して
ほしいとのこと。

お声掛けをしたら、たくさん人数が
いた団体で、色々なところに座って
いたが、確認後、正しい予約テーブ
ルへご案内した。
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対応
年月日

対応者 相談等内容 対応内容

平成29年４月分（56件）

主な窓口対応等

37 H29.4.24委託職員住民票は取れるか。 市民の窓口をご案内した。

38 H29.4.24委託職員
電源を借りに来られた方が
企業の集まりだった。

施設の説明をしてラウンジも電源も
お貸しできない旨ご説明した。

39 H29.4.24委託職員
6/11～6/14の写真展（茜ク
ラブ）の初日と最終日の展
示時間を知りたい。

当センターは9:00～21:30が開館時
間だが、写真展の初日と最終日の展
示時間については主催団体へお問い
合わせ頂きたい、とお答えした。

40 H29.4.25委託職員
ここは何をするところなの
か。

市民活動の為の施設である事を伝
え、市民活動以外でも利用可能なス
ペースもありますと答えた。

41 H29.4.25委託職員
待ち合わせの間に食事がで
きるスペースはあるか。

本来は市民活動をしている方の食事
が可能なスペースだが、あいていれ
ば一般の方も12時から1時までな
ら、ご利用になれますとお答えし
た。

42 H29.4.25委託職員
オムツの自販機とベッドは
あるか。

パルコショッピングガイドにて調べ
３Fのみおむつ自販機があると確認
し、対応した。（MLサイズ一枚100
円）

43 H29.4.25委託職員

以前からサポセンの事業の
際にボランティアをしてい
た男性。またサポセンの事
業でボランティアを受け入
れてほしい。

定期的に行かれる施設のボランティ
アの話を伺い、サポセンの利用アン
ケートにご協力いただいた。

44 H29.4.25委託職員

5/12にラウンジを使いたい
ので予約したいが、1週間前
は連休中で問い合わせでき
ない場合はどうしたらよい
か？

連休中も当センターはやっているの
で、ご予約のお電話をお待ちしてお
ります、とお答えした。

45 H29.4.25委託職員
5月の会計相談の問い合わ
せ。

日程と予約可能な日をお伝えした。

46 H29.4.26
委託職
員

市職員

海外のロングステイの件で
ロングステイクラブさんの
活動を知りたいと問い合わ
せ。

市職員が棚の団体ファイルで対応。

47 H29.4.26 市職員
授乳室の場所はどこかとの
問合せあり。

場所をご案内した。
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№
対応
年月日

対応者 相談等内容 対応内容

平成29年４月分（56件）

主な窓口対応等

48 H29.4.62 市職員

数組の親子（母と子）の一
人の母親から、「食事がで
きるところはないか」との
問合せあり。

当施設が市民活動をサポートするた
めの施設であることを説明した上
で、12:00～13:00までは、運用とし
て、どなたでも南ラウンジでお食事
をとっていただけるようにしている
旨を説明した。ただ、既に13:00目
前であったため、別の場所で食べま
すとして退館された。

49 H29.4.26委託職員
トイレに手を乾燥させる機
械があったらいいとご意
見。

ご意見として承っておく旨お伝えし
た。

50 H29.4.27委託職員
Gwに開館しているかの問い
合わせ。

開館している事を伝えた。

51 H29.4.27委託職員

南ラウンジを度々使用され
る障害者団体の方たちは、
光のまぶしさが苦手なよう
で、ブラインドを下げて使
用されることが多い。

スタッフが見回り時に勝手にブライ
ンドを上げないよう、注意が必要。

52 H29.4.27委託職員
ラウンジを使われていた聴
覚障害者の方が携帯を落と
してしまったとの事。

トイレや防災センターに確認するが
なかったためもし見つけたら連絡す
る旨お伝えした。

53 H29.4.29委託職員
南から歩いてきて、自動販
売機はどこですか？と聞か
れることが多い。

自動販売機の場所が2か所あると説
明しご案内した。とても分かりづら
いのだと思う。

54 H29.4.29委託職員

打ち合わせに使いたいが、
声を出すので、個室はある
か。また、お金はかかる
か。

個室はないが、ラウンジの使用は無
料であること、コミュニティセン
ターには個室があることを伝える。

55 H29.4.30委託職員

朝8:45頃の電話の問い合わ
せで、10階のカルチャーセ
ンター（コミセン）の電話
番号を教えてほしいとのこ
と。

048-887-6565を伝える。同じ方から
再度電話があり　電話がつながらな
いとの事。時間外だからと伝えたが
納得していない様子であった。

56 H29.4.30委託職員

さいたま市立浦和高等学校
吹奏楽部の生徒さんが来館
され、昨日演奏会が無事終
了された報告と礼状を持っ
て来てくれた。
ひと月ほど前にポスターの
掲示依頼に来られ掲示して
いた。

学校の演奏会は市民活動かどうか迷
うところもあったが、掲示できて良
かったと思う。
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№
対応
年月日

対応者 相談等内容 対応内容

57 H29.5.1 委託職員
パソコンコーナーの脇でかま
わないので、荷物をしばらく
置かせてほしい。

荷物をお預かりすることはできな
いが、100円で使えるロッカーがあ
るので、よろしければそちらをご
利用頂きたい、100円はご利用後に
返却される、とお答えした。

58 H29.5.2 委託職員南区の地図がほしい。
平成２８年度の地図で良ければと
お話ししてお渡しした。

59 H29.5.2 委託職員

近所に中国人がいて、ゴミ出
しのマナーが良くない。清掃
局に問い合わせたが、直接中
国語を話しての対応などはし
ていないということで、中国
語を話せる人を紹介してほし
いという問い合わせで来訪さ
れた。

国際交流センターへご案内した。

60 H29.5.2 委託職員

総務局の方から問い合わせ。
以前法律相談を受けた人が、
その時相談した弁護士さんに
事後報告をしたいとのこと。
相談履歴は残っているか。

こちらには、法律相談に来られた
方の履歴は一切残っていないの
で、そういう問い合わせにはお答
えできませんと、答えた。

61 H29.5.3 委託職員
飲み物の自動販売機はどこに
あるか？

2か所ある事をご説明し、種類の多
さよりも近い方を希望されたので
緑のエレベーター手前へご案内し
た。
分かりにくいようで度々問い合わ
せがあるので、記載した。

62 H29.5.3 委託職員

ボランティアで　数人に英語
を教えているが、この場所を
使っても良いだろうか？
私は市外の者だが、他の人は
浦和に住んでいて、いつも浦
和で場所を探してやってい
る。

市民活動団体の登録をしていただ
ければ、1週間前からテーブルを予
約して利用することが可能、登録
されない場合でも、テーブルが空
いていればホワイトボードに団体
名を書いて使っていただくことが
可能と伝える。
登録をされる際は、団体の規約や
会則等をご持参いただくよう説明
し、「サポセンのすすめ」をお渡
しした。

平成29年５月分（67件）

主な窓口対応等
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№
対応
年月日

対応者 相談等内容 対応内容

平成29年５月分（67件）

主な窓口対応等

63 H29.5.3 委託職員
メールボックスの鍵が開かな
い。

利用者の方が設定したつもりの鍵
番号とは微妙にずれて決定されて
いたため、再設定をしていただ
き、最後に確認もしていただい
た。

64 H29.5.3 委託職員
レクリエーションルームの利
用条件を教えて欲しい。

レクリエーションルームは10階の
ため、10階の受付でお問い合わせ
頂くようお伝えした。

65 H29.5.4 委託職員

時事川柳のポスター依頼の６
０代男性、現在は武蔵浦和コ
ミセンで定期的にやっている
が、こちら（サポセン）でも
団体を立ち上げようと思う。
２年前にサポセンで政治活動
をやっている団体が問題に
なったが大丈夫か。

川柳を通して政治問題を話し合う
のはいろいろな意見を出し合い考
える場としては立派な市民活動な
ので問題はない。川柳を政治活動
の道具として利用するのは問題だ
が、文芸として話し合うのはいい
と思う、とお話しした。

66 H29.5.4 委託職員

上と同じかたが精神障害者の
施設（作業場）を支援してい
るが、そこで「和綴じのメモ
ブック」を商品として提案し
ている。サポセンのチラシの
裏紙で個人情報のないものを
提供していただけないか。

和綴じのメモは面白いと思う。た
だしサポセンではできる限り裏を
メモとして再利用しているのと一
団体にいらない紙でも市が提供す
るのは現在は難しいと思う。ご意
見・ご希望として市に挙げてお
く、と回答した。

67 H29.5.5 委託職員
地下一階の大丸のトイレの汚
れがひどく、清掃管理会社の
連絡先を教えて欲しい。

大丸の電話番号と、ストリームビ
ルの防災センターの連絡先を伝え
た。

68 H29.5.5 委託職員

市民広場を使用したいが、ど
こに届けたらいいのか。ここ
で少し政治かかった集会を考
えているがどうだろうか。

協働係が管理しており、管理上の
制約も不明な点があるため、平日
に改めて来ていただきたい、と伝
える。

69 H29.5.5 委託職員
高速カラーで複数ページ印刷
するが、PDFのデータであとか
らページ数が入れられるか？

印刷室の右の機械ならば編集がで
きる、と伝える。

70 H29.5.6 委託職員

単発でボランティアをしてみ
たいという問い合わせ。ボラ
ンティア掲示コーナーのチラ
シを持って来られました。

棚のチラシのボランティア募集と
シルバーバンクのご案内しまし
た。

71 H29.5.6 委託職員
テレフォンカードが使える公
衆電話はあるか。

パルコガイドにより探し、Ｂ１、
１、５階にあるとお伝えした。
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№
対応
年月日

対応者 相談等内容 対応内容

平成29年５月分（67件）

主な窓口対応等

72 H29.5.6 委託職員
予約しているテーブルに　知
らない人達が座って食事をし
ている。

食事をしている方々にお声掛けを
し、移動していただいた。
そして、ご予約されている方々に
座っていただいた。

73 H29.5.6 委託職員
予約しているテーブルで　知
らない人達が作業をしている
が、どうしたら良いか。

作業をしている方々にお声がけを
して移動していただき、ご予約さ
れている方々に座っていただい
た。

74 H29.5.6 委託職員
コミュニティセンターの施設
の支払いをしたい。

10階のコミュニティセンターをご
案内した。

75 H29.5.6 委託職員
コイデカメラは何階にある
か。10階と聞いたが。

現在は４階で営業しているとご案
内した。

76 H29.5.7 委託職員

①浦和区のガイドマップが欲
しい。
②今年度版はどこで貰える
か？
（同じ人）

①昨年度のものでよろしければと
昨年度版をお渡しした。
②配布しているとしたら市役所と
思われるが、こちらでは分かりか
ねる、とお答えした。

77 H29.5.7 委託職員

①消しゴムを貸してほしい。
②緑色の鉛筆を貸してほし
い。
（同じ人：小学校低学年くら
いの女の子二人）

①次回からは持って来てねと言
い、貸出した。
②ごめんね、ここには無いですと
お答えした。

78 H29.5.7 委託職員

８ミリ映写機からDVDへダビン
グするサービスをしている
か。８ミリ映写機を寄贈する
ので是非ともお願いしたい。

このようなお申し出があったと報
告させていただくと共に、市長へ
の手紙をお渡しした。また、図書
館など他の公共施設に問い合わせ
してみるとのこと。

79 H29.5.7 委託職員
同じ団体の人からサポートセ
ンターへボランティア登録を
してきて欲しいと頼まれた。

こちらでは、ボランティアの登録
はしていない旨説明した所、サポ
センの団体登録はしてあり（カー
ド確認済み）、また、ボランティ
ア自体は募集していないが実績だ
けは作りたいとのことで、どのよ
うな登録を希望しているのか来館
された方が分かっていなかったの
で、「得意技を出前します」「さ
ポット」「さいたまボランティア
情報」の資料などをお渡しして対
応した。社会福祉協議会のボラン
ティアには登録してあるとのこ
と。
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№
対応
年月日

対応者 相談等内容 対応内容

平成29年５月分（67件）

主な窓口対応等

80 H29.5.8 委託職員
コミセンのお金の支払いは
ここで良いか？

コミセンは10階になるので、そち
らでお願いします、とお答えし
た。

81 H29.5.8 委託職員

園庭で遊んでいた母子（1歳半
位の男子）より。
「子供がドア枠をガタガタ揺
らしていたら、ネジが2つ落ち
てきました。危ないので　こ
ちらへ持ってきました。」と
のこと。

怪我は無かったか確認。無かった
とのこと。
警備の方へ伝えます、有難うござ
いました、と対応した。
※ネジの外れているドアを探す
と、中央ラウンジ側の南ラウンジ
寄りドアの脇。その旨、巡回の警
備員へ伝えた。

82 H29.5.10 委託職員
ロッカーの番号違いで開かな
いので開けてほしい。

登録カードをお忘れのためPCにて
本人確認をして、鍵番号を確認し
て開錠し、再度閉鍵方法を一緒に
確認した。

83 H29.5.10 委託職員

さいたま市生涯学習人材バン
ク登録者名簿に登録された方
が来て、名簿に記載されてい
る謝礼の金額が違っているの
で、訂正させてほしいとのこ
と。

こちらで勝手に訂正はできないの
で、市職員が教育委員会の方に問
い合わせを行い対応した。

84 H29.5.10 委託職員

今見てきたが、そこの遊び場
ではなくて、もっとおもちゃ
が置いてある遊び場があった
はずだが、それはどこだろう
か。

10階のコミュニティセンターにも
プレイルームがあるので、そちら
かもしれないとコミセンのフロア
地図をお渡しした。

85 H29.5.10 委託職員

今週の土曜日に印刷の予約を9
時に取ろうと一週間前の土曜
日の9時5分に電話したら予約
が入っていた。どうしても9時
に印刷して違うところに行か
なければならない。フリーの
モノクロ印刷機は何時に来れ
ば確実なのか。せっかく朝一
で来たのに利用できなかった
らどうするのか。中央エレ
ベータは何時から動くのか。
フリーのモノクロ印刷機につ
いて、当日予約票を置いた方
がいいのではないか。土曜日
に改善されているようにして
ほしい。

検討させていただく旨お伝えし
た。
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№
対応
年月日

対応者 相談等内容 対応内容

平成29年５月分（67件）

主な窓口対応等

86 H29.5.10 委託職員
予約しているはずのテーブル
に別の団体が居るが、どうい
うことか？

予約の無い団体にはテーブルを移
動していただき、予約されていた
団体にお使いいただいた。
予約の無い団体は「テーブルに予
約時間を書いたボードが無いか
ら、使って良いと思った」とのこ
と。そんなことはないと思うが、
と周囲を見回すと、床に置かれて
いた。「そんなところにあっても
分からない」と言われた。「前の
時間の方が置いたのでしょうね
…」と答えながら、空いている
テーブルへご案内した。

87 H29.5.10 委託職員
ここで打ち合わせをしたいと
思っているが、どうしたら使
えるか？

市民活動団体であれば利用可能、
団体登録をしていただくと1週間前
から予約可能と伝える。（→予約
しなくてかまわない、ふらっと来
てこの辺のテーブルを使えたら有
りがたいのだけど…）とのことな
ので、空いているテーブルであれ
ばボードに団体名と時間を記入い
ただいて最長3時間までご利用いた
だける、と説明した。

88 H29.5.11 委託職員
10階のホールの予約について
聞きたい。

9階は「市民活動サポートセン
ター」で、10階は「浦和コミュニ
ティセンター」のため、10階の受
付へ問い合わせていただくようお
伝えした。

89 H29.5.11 委託職員

借りている団体ロッカーの所
に操作方法がなく、他のロッ
カーは付いているところもあ
るので貼って欲しい。

確認しておくとお伝えした。市職
員に報告した。

90 H29.5.11 委託職員
10月の多目的展示コーナーの
抽選会はいつか。

7月1日。団体登録カードを持参の
うえ18時までにお越しいただくよ
うお伝えした。

91 H29.5.11 委託職員
女性が、どんなチラシが出せ
ますか？という質問で来られ
た。

基本的には非営利の市民活動団体
ならば、チラシ、ポスターでも掲
示できると伝える。内容を聞いて
みると、障害者の自立支援のチラ
シやフリマの呼びかけこのこと。
いずれもＯＫとお答えした。
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№
対応
年月日

対応者 相談等内容 対応内容

平成29年５月分（67件）

主な窓口対応等

92 H29.5.13 市職員

利用者の方より、そろそろゲ
リラ豪雨の発生する時期なの
で、大雨警報等発生時には、
利用者に対してアナウンスを
した方がいい、とのこと。
館内にいると、外の様子はあ
まりわからない。

貴重なご意見として承った。

93 H29.5.14 委託職員
ここのパソコンは、ワードと
かプリントとかはできるの
か。

市民活動団体でのご利用であるこ
とが条件で、パソコンの利用者登
録をしていただければ　利用可能
と伝える。
ここで作成したデータをＵＳＢメ
モリー等に入れ、印刷室のパソコ
ンでプリントアウトすることは可
能、とお答えした。

94 H29.5.14 委託職員

・期日前投票を今日やりたい
が、ここでできるか？

・期日前投票の場所と日時を
知りたい。

お問い合わせが多い。
各区に応じてのご案内を行う。

95 H29.5.14 委託職員

北ラウンジの一般の方から、
中央ラウンジに座っている中
年男性２名の声がうるさいと
のこと。市民活動に使ってい
ない方が座っているなら自分
達のも空いているスペースを
使わせてほしい。

ラウンジのボードに記入がなかっ
たので声かけして、市民活動で利
用されているなら記入していただ
くようお願いした。

96 H29.5.15 委託職員

70代ぐらいの男性。毎週月曜
日、実家へ来る途中で多目的
展示を楽しみに寄っている。
作り手と直接会話ができるの
で、とてもよいと思う。先週
も今週も、月曜に寄ったが
やっていなくて残念だ、との
こと。

是非、また足を運んで下さい、と
お伝えした。

97 H29.5.16 委託職員

印刷作業室を利用した団体の
方から、モノクロ印刷の料金
が違う、こんなに使っていな
いと申し出があり、領収書を
預かり申込書を確認した。

申込書を確認したが、間違いな
かった。利用者の方がコミュニ
ティセンターから戻られて、再度
受付に来館された時には、利用者
の方も確認されて間違ってないと
の事で領収書を返却して解決し
た。
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№
対応
年月日

対応者 相談等内容 対応内容

平成29年５月分（67件）

主な窓口対応等

98 H29.5.17 市職員

「日時、場所は分からない
が、小冊子の作り方講座のよ
うなものがあると友人から聞
いたのだが」との問合せあ
り。個人的な文章を小冊子に
まとめたいとのこと。

該当する講座がないかどうか確認
したが、情報が少なく見つからな
かったため、友人に日時や場所な
ど詳細を確認してみるよう伝え
た。また、市民活動ということで
あれば、当センターでも印刷機を
用いて小冊子を作製できることも
併せて伝えた。

99 H29.5.17 委託職員

市民活動優先スペースで勉強
をしていた女子高生2名より、
「今あっちへ行った男の人
が、いつも女の子達の足の方
をジロジロ覗き見していて気
持ちが悪い。そして、私達が
帰るのを待っているようで怖
いです。何かされたというわ
けではないので、注意も難し
いと思いますが、分かってい
てほしいので連絡しにきまし
た。」とのこと。

窓口業務のメンバー皆にこの件は
報告し、目を光らせるようにしま
す。
男性は青のエレベーター方向へ
行ったので、あなた達はこっちの
緑のエレベーターで帰るようにと
伝え、その男性が来ないことをし
ばらく確認した。
※大学生くらいの年齢だろうか。
女子高生達は、よく見かける男性
とのこと。また今度見かけたら、
窓口へ連絡をしてもらうようにお
願いをした。

100 H29.5.18 委託職員

何度か電話で問い合わせをい
ただいていた方が来館され、
団体登録の件で面接させてい
ただいた。会社の事業として
外国人の就業をサポートして
いるが、個人的に就職した外
国人の生活支援をしていて
ちゃんと団体をつくろうとし
て会則の見本を作ってこられ
た。

会員は主に就職した外国人だが、
趣旨に賛同する方はOKで主に日本
語指導、生活全般の相談だそうで
会社の事業と混ざらなければ、ま
さに市民活動につながるので団体
登録をお勧めした。

101 H29.5.19 委託職員

パソコンコーナーにプリン
ターを設置して欲しい。ま
た、大判印刷がもっと簡単に
できるように、６００×９１
４、１２０×９１４・・・を
選べるように設定してほし
い。

利用者の方からこのような要望が
あった旨お伝えすると話した。

102 H29.5.19 委託職員
さポットにサポートセンター
のテーブルの配置図を載せて
欲しい。

利用者の方からこのような要望が
あった旨お伝えすると話した。

103 H29.5.20 委託委員
12:30頃、食事のできる空いて
いる席を教えてほしい。

昼食時で込み合っていたため人数
の少ないテーブルで相席を提案し
て座っていただいた。
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対応
年月日

対応者 相談等内容 対応内容

平成29年５月分（67件）

主な窓口対応等

104 H29.5.20 委託委員
印刷精算が発生しないコピー
機使用時に利用申込書の記入
は必要ないのではないか。

利用者の方からのご意見を伝える
旨、お話しした。

105 H29.5.21 委託委員

3月にフェスティバルをやって
いたが7月にその様な催しはな
いか？7月にラウンジ予約の予
定しているため催しでラウン
ジが使えないと困るとのこ
と。

今のところ予定がない事を伝え
た。しかし稀に突然予定されるこ
とがあるのでご了承くださいと付
け加えた。

106 H29.5.21 委託委員
武蔵浦和のサポセンに登録し
ていて浦和のサポセンの印刷
作業室を利用したい

サポセンの印刷作業室の利用は市
民活動団体が対象となっているこ
と、団体登録するには規約の提出
が必要と伝えた。　武蔵浦和には
サポセンはないので、コミセンと
間違えて来たと思われる。

107 H29.5.21 委託委員
サポセンや図書館以外に勉強
出来る所あるか。

この辺りにはないと答えた。

108 H29.5.22 委託職員
コミュニティセンターのパス
ワードを取りたい。

10階にご案内した。

109 H29.5.23
委託職
員

市職員

与野の障害者支援センターよ
り、面接行く前にどのような
企業か調べるのは市民セン
ターのPCで調べられると言わ
れて来た。

個人での貸し出しはしていないと
説明し、市職員とともに対応。

110 H29.5.24 委託職員

印刷室でコピー機をご利用の
団体の方より。
用紙に所々しわが寄って、印
刷が鮮明に出ないところがあ
るとのクレームを頂いた。

今回はやり直しは求めていらっ
しゃらなかったので謝罪をし、市
職員の方から原因の調査をする旨
伝えた。
その後、市職員に伝達し、ドラム
リフレッシュを行い、テスト印刷
をしたところ、しわやかすれは見
られなかった。

111 H29.5.24 委託職員

団体より、６月２８日予約を
取りたいとのこと。１週間前
からしか予約が取れない旨を
お伝えしたところ、そんなに
急では皆さんに通知が出来な
い。通知を出して予約が取れ
なかったらどうするのか、と
のこと。

こちらでは１週間前しか予約でき
ない。もし予約が取れなかった場
合はフリースペースもある旨お伝
えした。
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№
対応
年月日

対応者 相談等内容 対応内容

平成29年５月分（67件）

主な窓口対応等

112 H29.5.24 委託職員
雨が上がったので庭園に出ら
れないか。（１５時４５分ご
ろ）

雨が降ったので滑りやすくなって
いること、鍵が閉まっているので
これから警備員が鍵を開けるとな
ると多少時間がかかることをお伝
えすると、本日は帰られた。

113 H29.5.24 市職員
コピー機を利用するため、
2,000円の両替をしたい。

釣銭の都合もあるので、基本的に
は1,000円までの両替で対応をして
いる旨を伝えたうえで、今回に
限ってと念を押して、2,000円分の
両替対応を行った。

114 H29.5.24
委託職
員

市職員

大判印刷を行うと、印刷物に
白い線が入る。
これでは印刷物としての利用
に困るので対処してほしい。

利用者の方にお時間をいただき、
大判プリンタ―のクリーニングを
行った。白い線はまだ見られたも
ののかなり薄まり、利用者の方か
らはＯＫをいただいた。白い線が
発生した分については、料金は補
正扱いとした。
その後、クリーニングを繰り返し
行い、ノズルチェックプリントに
より、印刷がほぼ正常となったこ
とを確認した。

115 H29.5.24
委託職
員

市職員

利用者より受電。消費生活総
合センターに相談の為に電話
したところ、法律相談ができ
るところとしてサポートセン
ターを紹介された。サポート
センターで相談を受けてもら
うことはできるのか。

可能であるならば、受付方法
や日ごろの待ち時間、混み具
合などについて教えてほし
い。

基本的には市民活動団体を対象と
して市報等に掲載しているが、そ
れ以外の相談も排除するものでは
ないので、相談は受付可能であ
る。ただし、内容により、弁護士
さんがどこまで対応できるかはわ
からない。混み具合は日によりま
ちまちであり、すぐに相談できる
こともあれば、数組並ぶことにな
ることもある。
各区のくらし応援室が受け付けて
いる法律相談についても知ってお
り、申込済みであるとのこと。た
だ、より早く相談したくて、サ
ポートセンターでも相談をしたい
とのこと。

116 H29.5.25
委託職
員

市職員

ボランティア募集の申込みに
来館され市より説明を受けて
本日、申込書と写真を持参さ
れた。

この申込書を読んで、読んだ人が
わかってもらえるか、文章が多い
のが気になるが、丁寧に読んでも
らえればわかると考え、住んでい
る方と一緒に地域に働きかけるイ
ベント企画などをすることを事業
化できればよいそうだ。同時に仲
間募集のチラシを作られることを
お勧めした。
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№
対応
年月日

対応者 相談等内容 対応内容

平成29年５月分（67件）

主な窓口対応等

117 H29.5.26 委託職員ＮＰＯ法人の相談をしたい。 推進課へご案内した。

118 H29.5.25
委託職
員

市職員

委託職員より、12時前にラウ
ンジで食事をしている女学生
に食事を遠慮してもらうよう
声をかけた。

女学生は「友人より、この場所は
食べていい場所だと聞いた」
「テーブル上の看板には食事可と
書いてある」と、なかなか納得し
ていただけなかった。お帰りにな
られたのち、女学生の母親よりク
レームの電話あり。センターの
ルールについて説明を行った。
同日の日報に詳細を記載。

119 H29.5.27 委託職員
会則の内容を一部なくしたい
場合に何か良い文言はない
か。

市職員に確認したがこちらではこ
うして下さいとお伝えできないの
でネット等で調べて下さいとお話
ししたら「ここはサポートする場
所ではないのか。今までは相談に
のってもらっていたのに相談に
のってもらえないのか。」との
事。ご意見として承っておく旨お
伝えした。

120 H29.5.28 委託職員

ネパールの子供たちの支援を
長年やっている団体が多目的
展示コーナーを11月に使用し
たいので申込方法など対応し
た。

11月なので8月1日の18:00から「多
目的展示コーナー調整会」に参加
していただき、希望を出し合って
それを参加団体で話し合い調整す
ること、申込の多い時期なので希
望通りになることは少ないので変
更可能な準備をお願いした。ネ
パールの子どもたちへの募金活動
は不可とし、販売は1月前までに必
要書類を提出し許可を取るように
お願いした。開催期間書類関係は
メールボックスを月単位で借り
る、当日盗まれたくないものは第5
倉庫に置く事もできる（責任は持
てない）。前の団体が直前まで
やっている場合は話し合いの上前
日準備も可能。宣伝のために6月か
ら開催する「七夕展示」をお勧め
したところ早速申し込みがあっ
た。受付などのボランティアも募
集したいそうでボランティア募集
の用紙もお渡しした。
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対応
年月日

対応者 相談等内容 対応内容

平成29年５月分（67件）

主な窓口対応等

121 H29.5.29 委託職員
パソコン利用者がそばの机で
パンを食べ始めていた

南ラウンジでの食事をおすすめし
た。

122 H29.5.31 委託職員
年配の女性が窓口に声をかけ
られた

お持ちしている用紙に消費生活セ
ンターにマーカーがしてあった為
ご案内した所、パルコ9階はどんな
所か知りたい様子でした。一通り
説明した後ご自由に見学を促し
た。

123 H29.5.31 市職員
さポットの住所変更の方法を
教えてほしい

さポットへの団体登録をされてい
る方からの問い合わせ。委託職員
が受電したのち、折り返しにし、
市職員から電話。話したところ、
住所変更の方法はだいたいわかっ
ているようであった。IDが電話番
号になっており、電話番号も変
わったため、IDも変えた方が良い
かという相談があったが、お好き
なようにと伝達。
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№
対応
年月日

対応者 相談等内容 対応内容

124 H29.6.3 委託職員
多目的展示コーナーを使いた
いがどうしたら良いか。

サポセンに登録した市民活動団体
しか使えないということをお伝え
し、団体登録の仕方をお知らせし
た。

125 H29.6.4 委託職員

団体登録を考えているがどの
ようにしたらよいか。まだ会
則等ができておらず、人数も
少ない。

さいたま市内で市民活動をされて
いれば登録は可能。会則等を提出
して頂かなくてはならない。サポ
センのすすめをお渡しした。

126 H29.6.5 委託職員
現在のこの施設の状況を教え
て欲しい。70代の女性。

以前のサポセンの理事と知り合い
で上尾の支援センター運営に関
わっているそうで、現在は市の直
営になっていること、窓口業務は
委託業者が入っていることをお話
しした。

127 H29.6.5 委託職員

以前から映像を通してボラン
ティアをしたいという団体の
代表が来館され、昨年紹介さ
れたリレーフォーライフや
アートフルゆめまつりのイベ
ントの報告をしていただい
た。

残念ながら先方の事務局との連携
があまりできなかったが、ビデオ
サークルとしての映像を作成し必
要ならば提供するという提案をし
ていただいた。完成したらこちら
にも資料として置いてほしいと申
し出られた。

128 H29.6.7 市職員

屋上庭園（北ラウンジ側）で
フラダンスの練習をしている
団体を委託職員が発見。同場
所で食事を始めた。

市職員で屋上庭園での食事は禁止
されている旨及び南ラウンジでの
食事が可能である旨を伝達した。

129 H29.6.9 委託職員
団体登録の変更をしたいが、
期限などはありますかとの問
い合わせあり。

期限は特にないことと、変更の際
は規約を持ってきてもらうよう伝
えた。

130 H29.6.13 委託職員

上尾で鈴虫を頒布している団
体から電話。さいたま市でも
そういう団体があれば交流し
たいので紹介して欲しい。

登録団体では鈴虫を扱っている団
体は見つからなかったが、個人的
に知っていることで、子供達に祭
りのときに鈴虫を配っている団体
が川口にあることをお話しし、そ
ちらに連絡してみることをお伝え
し、連絡先をお聞きした。

主な窓口対応等

平成29年６月分（17件）
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対応
年月日

対応者 相談等内容 対応内容

主な窓口対応等

平成29年６月分（17件）

131 H29.6.16 委託職員

10階のコピー機が混んでいる
時に、9階のコピー機を利用す
るがその度に「利用申込書」
に記入しなければ利用できな
い。「利用申込書」を頂けれ
ば事前に記入して提出するだ
けで受付時間が短縮できる。
同じ市の施設でありながら10
階は自由に利用でき9階は申込
書を記入しなければならない
と対応が違うのはおかしいの
ではないか。来月来た時にど
うなっているかチェックす
る。（「私の提案」封筒をお
持ちになった）

10階と9階では利用目的が違う事及
びサポセンは市が直接運営してい
る事を説明。利用の申出毎に、申
込書に利用者が直接記入し窓口の
者が確認した上で利用して頂く事
としており、事前に申し込み用紙
をお渡しできないことになってい
ると伝える。申し入れについては
利用者の声としてお受けすると伝
える。

132 H29.6.16
委託職
員

市職員

椅子を借りたが11脚は汚くて
使えない、先月も話をしたが
また同じものが貸し出された
何とかしてもらいたい。

市へ報告のうえ、市職員に対応を
依頼。

133 H29.6.22 委託職員

13:00からラウンジを予約して
いる団体が、すでに使用して
いる人がおり使えないと窓口
に来られた。

すでに使用していた方に、予約が
あることを伝えたが、大変お怒り
だった。移動をしていただいた
が、予約表やサインボードにもっ
とわかるように大きく記載すべき
だと言っていた。

134 H29.6.23 委託職員
10人位で打ち合せしたいと優
先スペースに座ろうとした。

北ラウンジで予約入っていない席
をご案内した。（3時間までの利用
と伝えた。）

135 H29.6.23 委託職員うちわを貸してほしい。
あまりにも暑い様なら窓を開けま
す、と伝えた。

136 H29.6.24 委託職員昨日の新聞を読みたい。 8階図書館のご利用をお勧めした。

137 H29.6.25 委託職員

市民活動で座禅をされている
方。以前も座る場所がないか
と相談に来られ、空き家をご
紹介したが、今度は宿泊がで
きる場所を探しているという
ことで相談に来られた。

宿泊できる場所となると完全に一
軒家でなければならないので、情
報を集めるというお話しをした。
帰られた後に別の団体の方に聞い
たところ、知り合いの別荘が空い
ているそうで紹介することにし
た。
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年月日

対応者 相談等内容 対応内容

主な窓口対応等

平成29年６月分（17件）

138 H29.6.27 委託職員

印刷機で印刷がうまく出ない
分（汚くなったり、かすれて
しまう）を支払うのはおかし
いと思う。

印刷機の性質上、かすれてしまう
場合がある事をお伝えし、ご意見
として承りますとお伝えした。

139 H29.6.28 委託職員

所沢市民活動サポートセン
ターの方から、こちらにはWi-
fi環境はあるのかという問い
合わせあり。

こちらの施設ではWi-fiの環境はな
いとお伝えした。

140 H29.6.30 委託職員

初めて来館された30代女性。
ラウンジを利用したいがどう
したらよいか。優先スペース
や専用スペースなど、分かり
にくい。

はじめ「サポセンのすすめ」をお
渡しして説明したが、屋上庭園の
ことが書いていないなどの話が出
てきたので個人利用の注意事項な
ど説明しているうちに、精神的に
不安定でなかなか居場所がないと
いう悩みを打ち明けられた。サポ
センのソファーでも構わないが、
上のコミュニティセンターのソ
ファーもくつろげますとお話しし
たところ見に行かれた。
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大別 細目

ア-154 謝辞 いつも有りがたく使わせて頂き、ありがとうございます。

ア-155 謝辞
初めて利用しましたが、便利な場所なので会員も集まりやすく
好評でした。

ア-156 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-157 謝辞 いつもお世話さまです。

ア-158 謝辞

・駅の近くに、このようなセンターが設置されていることは、
会合開催にあたり、大変集合がしやすく、ありがたい。(埼玉
は大変広範囲に地区があり、浦和近辺でない人も参加しやす
い。)

ア-159 謝辞 無料で、予約なしで使える場所は大変助かります

ア-160 意見
◎従来の「市民この協働」自由活開な空間としてください。
◎地域、政治(政党ではない)、市民活動の主役は市民である前
提の利用を。

ア-161 意見 ラウンジ
語学講座を実施していたグループがあり、他のグループに迷惑
をかけるので、注意して頂きたい。

ア-162 謝辞
印刷も出来、大変助かりました。いつも利用させて頂きありが
とうございました。

ア-163 意見
出来れば、1日に2回の会議の場合、2時間の予約を2回出来る様
にして頂ければ、有りがたい。（他で会議をして、こちらに移
動することをやっていると、移動の時間／旅費が掛かる。）

ア-164 謝辞 ラウンジ

今日は他のテーブルがいっぱいだったけれど、この場所が
14:30～の予約だったので、その前の時間に借りました。辞書
の情報交換やその他日常のことも話し合い、よい生涯学習タイ
ムになっております。このスペースを使えてとてもたすかって
おります。

利用者懇談会等における意見[利用者アンケート]

No.
項目

意見

平成29年３月分（11件）

資料３－３ 
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№ 利用年月日 自由意見

5 謝辞 H29.4.3 いつも利用させて戴きありがとうございます。

6 意見 H29.4.2 市民活動優先スペースの拡大

18 意見 H29.4.3 市民活動優先スペースを広げてください

25 謝辞 H29.4.7
とにかく便利です。長年利用させて頂いています。感謝申し上げ
ます。

43 謝辞 H29.4.10 いつもお世話様です。

55 意見 無記入

越谷市から来ました。さいたま市だからスタッフ県のブースに人
がいないのですね。県庁が遠いので困っています。もしやレイク
タウンに支所があれば助かります。相談所を希望。県の資料、案
内書希望。

59 謝辞 H29.4.13 いつもお世話様になりありがとうございます

79 謝辞 H29.4.15
自由に使えて、快適に打ち合わせできるスペースと感じていま
す。

84 謝辞 H29.4.16 おつりの対応をしてくれて良かった。（以前はダメだった）

86 意見 H29.4.16
利用が少人数（３～４人）の場合、テーブルが自由に移動できれ
ば少し有効に利用させて頂けるのではないでしょうか。

91 謝辞 H29.4.16 いつもありがとうございます。

98 謝辞 H29.4.17 ありがとうございました

105 意見 H29.4.17
少人数で参加したいとき、小テーブルがあったらいいと思いまし
た。

107 謝辞 H29.4.17
この１年たくさん使用させていただいてます。予約なしで使える
し、便利です。食事が出来るのもありがたいです。ありがとうご
ざいます。

110 意見 H29.4.18 電気が暗くて書類が見えずらいのが困りました。

114 謝辞 H29.4.18 自由に使えるので助かります。

123 意見 H29.4.17
NPOから市の管理になり、いろいろな面で利用しにくい。特に窓口
担当が1年くらいで代ってしまい、経験が生かされていない。3月
のフェスティバルはコミセンといっしょに運営して欲しい。

126 その他 H29.4.20 すべてにかんして初めてでしたので、お答えできません。

128 意見 H29.4.20
市民活動は「人」が基本です。センターの職員が毎年入れ替わる
ような状況は好ましくありません。

130 謝辞 H29.4.22 駅前施設で利用しやすい。これからも利用し続けたい。

136 意見 H29.4.23
かすれ印刷に対する対応として、しばらく利用されていない場合
に試し印刷をセンター側で実施しておけば利用者への負担がなく
なるのではないでしょうか。

平成29年４月分（35件）

利用者懇談会等における意見[利用者アンケート]
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№ 利用年月日 自由意見

平成29年４月分（35件）

利用者懇談会等における意見[利用者アンケート]

141 その他 H29.4.23 足が悪いのでカートを使って入りますので悪しからず

149 意見 H29.4.24
食事をしない利用は、北を使わせてほしい。南を使いたがるグ
ループが多い。食事なしは北の方へ案内して欲しい。

152 意見 無記入
以前より向かって左側のエレベーターが異常動作を起こしていま
す（９F通過）（下りのみ）

153 謝辞 H29.4.25
いつもお世話になりありがとうございます。今後も利用させて頂
きたいと思います。よろしくお願いいたします。

154 意見 H29.4.23
自由に使用できるコピー機があったらいいと思います。10階のよ
うに。

158 意見 H29.4.24 明るいうちにブラインドを閉めないで欲しいと思います。

159 意見 H29.4.25
市民活動に理解をしていただき、支援していただき、市民同士の
つながりを持ちながら活動出来るよう、さらに継続して以前通り
の運営がなされることを希望します。

165 謝辞 H29.4.26

いつもお世話になっております。貴重な復習・情報交換やひとい
きつける、お茶タイムになっています。生涯学習として、なごや
かな会で、元気をつけて帰ります。今年もよろしくお願い致しま
す。

169 謝辞 H29.4.26 ありがとうございました。

173 謝辞 H29.4.27 使いやすい、助かっています

179 謝辞 H29.4.27 広くてとっても利用しやすかったです。

191 意見 H29.4.29 天候の変化により、照明やエアコンの調整をお願いします。

192 謝辞 H29.4.29 何時も有難うございます。

193 意見 H29.4.30 自由に使えるコピー機があるとよい。
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№ 利用年月日 自由意見

210 意見 H29.5.4
以前はパソコンの使い方を教えてもらえたが今はどうなんでしょ
うか。

238 意見 H29.5.11
ラウンジが一緒なので、他の団体が一緒で静かにできず残念だっ
た。

244 謝辞 H29.5.12 いつも利用させて頂いて助かっております。

247 意見 H29.5.12

皆が公平に気持ちよく使用できるスペース作りが望ましいと思
う。以前はとてもいい雰囲気でしたが、今、残っている人によっ
て教えてくれたりと公平でないので、平等に気持ち良く使用でき
る施設に、そして、説明などポスターなどで記載してほしい。そ
うすれば、聞かなくても、間違って使用しないと思う。

249 意見 H29.5.13
センター運営自体は以前同様ですが、登録団体をまとめて、情報
発信するような活動が少なくなってきたと思います。

255 謝辞 H29.5.14 お世話になりました。

257 その他 H29.5.14 特にない。

262 謝辞 H29.5.15 このような自由スペース、ゆとりがあり大変ありがたいです。

266 意見 H29.5.16
フェスティバルへの参加をしやすくして欲しい。昼間に打合せを
して欲しい。

268 意見 H29.5.16
何があって現状があるのか?　今後どうなるのか？　詳しい説明が
欲しい。

301 その他 H29.5.21
現在、月一回ですが内容を検討して、月２回程活用したいと思っ
ています。

303 意見 H29.5.21 変わらないんだったら委託でもよい。

318 謝辞 H29.5.24 いつも利用させて頂いております。ありがとうございます。

329 謝辞 H29.5.26 いつもお世話様です。

331 意見 H29.5.26
この2年ほど、いわゆる「貸館」として、活動スペースを提供する
にとどまり、さいたま市の市民活動の活性化に結び付く活動をセ
ンターが行っていないのは問題である。

333 意見 H29.5.27
使用当日の使用グループの所在場所が電子掲示板で表示してくだ
さればと思います。

335 その他 H29.5.27 文教都市浦和の流れをくむ本所にふさわしい施設だと思います。

336 意見 H29.5.26 印刷方法、原稿の作り方等の相談ができなくて、不便になった。

347 謝辞 H29.5.28
いつもお世話になります。窓口スタッフの丁寧な対応に感謝いた
します。

353 その他 H29.5.29 たくさん使わせてもらいます！

平成29年５月分（20件）

利用者懇談会等における意見[利用者アンケート]
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№ 利用年月日 自由意見

397 謝辞 H29.6.10 いつも気持ちよく使用させてもらっています。

404 意見 H29.6.11
日本の文化茶道(立礼)をしたいが、許可しないのはなぜでしょう
か。

411 謝辞 H29.6.12 これからもよろしくお願いします

430 謝辞 H29.6.17 利用させていただき　ありがとうございます。

432 謝辞 H29.6.18
掃除機をかけている男性、とてもきれいに掃除して、以前の人の
時は朝来るとテーブルの下にいろいろ（ゴミ・ペン・食べ物）落
ちていた。

439 謝辞 H29.6.18 使用させていただきありがとうございます。

482 謝辞 H29.6.26 いつもお世話になります。楽しみに参加しています。

487 意見 H29.6.27 空調が適切でない。

491 謝辞 H29.6.27
コミュニティセンターができて公民館が使用できない時使ってい
るが感謝しています。

492 謝辞 H29.6.27
第１５会議室はスポーツ吹矢の練習、大会で使用したことはある
が、ミーティングスペースは初めて利用させて貰った。非常に便
利なので今後も使わせて貰いたいと思った。

498 謝辞 H29.6.28 今後も利用させて頂きますので宜しくお願い致します。

499 謝辞 H29.6.28
いつもお世話になっております。スペースもいつもきちんときれ
いで使い易いです。

501 謝辞 H29.6.29 いつもありがとうございます。

507 意見 H29.6.30 使い方がわかりやすいともっと利用しやすいです。

利用者懇談会等における意見[利用者アンケート]

平成29年６月分（14件）
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（公財）さいたま市文化振興事業団・さいたま市市民活動サポートセンター協働事業 

 

 

 

パネル展 

～みなさんの活動を 

ひろ－く広報しましょう～ 

 
会員募集や発表会のお知らせなどを、たくさんの人に知ってもらうには 

どうしたらいいかしら？ と悩んでいる団体の方、「ぐるりパネル展」に 

ぜひご参加ください。 

 

さいたま市内１７のコミュニティセンターと２つのプラザ、市民活動 

サポートセンターが協力し、下記の２０施設のうち１５施設でポスターを 

巡回展示します。 

 開催シーズンをかえ、４回（夏・秋・冬・春）行ないます。 

巡回する施設の場所や開催シーズンに合わせてお申し込みください。 

 

詳細は、下記の施設へお問い合わせください。 

 

ぐ る り パ ネ ル 展 受 付 20 施 設 

プラザイースト 

875-9933 

プラザウエスト 

858-9080 

東大宮 
コミュニティセンター 

667-5604 

高鼻 
コミュニティセンター 

644-3360 

西部文化 

センター 

625-3851 

大宮工房館 

645-3838 

七里 
コミュニティセンター 

687-3688 

宮原 
コミュニティセンター 

653-8558 

与野本町 
コミュニティセンター 

853-7232 

馬宮 
コミュニティセンター 

625-8821 

下落合 
コミュニティセンター 

834-0570 

片柳 
コミュニティセンター 

686-8666 

浦和 
コミュニティセンター 

887-6565 

南浦和 
コミュニティセンター 

886-5856 

コミュニティセンター 

いわつき 

758-1980 

岩槻駅東口 
コミュニティセンター 

758-6500 

日進公園 
コミュニティセンター 

664-4078 

ふれあいプラザ 

いわつき 

756-6000 

美園 
コミュニティセンター 

764-8810 

市民活動 
サポートセンター 

813-6400 

 

※プラザイースト受付事務所は、建物改修工事のため、美園コミュニティセンター２階に移転します。 

移転後の受付は、6月 7日から平成 30年 3月 31日までとなります。電話番号の変更はありません。 

[ 主催：(公財)さいたま市文化振興事業団 866-3467＆さいたま市市民活動サポートセンター813-6400 ] 
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■開催要項 

１．開催日程（募集枚数） 

(＊休館日、搬出入日を除

きます) 

夏（24枚） 平成 29 年 ８月 1 日（火）～ 9 月 30 日（土） 

秋（20枚） 平成 29 年 10 月 1 日（日）～ 11 月 30 日（木） 

冬（40枚） 平成 29 年 12 月 1 日（金）～ 平成 30 年 1 月 31 日（水） 

春（20枚） 平成 30 年   2 月 1 日（木）～ 3 月 26 日（月） 

２．展示開催場所 
夏  

8/1～ 8/16～ 9/1～ 9/16～ 

七里コミセン 大宮工房館 ふれあいプラザ 東大宮コミセン 

秋 
10/1～ 10/16～ 11/1～ 11/16～ 

片柳コミセン 馬宮コミセン 市民活動サポートセンター 浦和コミセン 

冬 
12/1～ 12/16～ 1/4～ 1/16～ 

下落合コミセン 与野本町コミセン コミセンいわつき 美園コミセン 

春 
2/1～ 2/15～ 3/1～ 3/16～ 

東大宮コミセン 岩槻駅東口コミセン 宮原コミセン 高鼻コミセン 

３．内容 団体・サークルの活動ＰＲ、会員募集、地域のイベント広報、参加者募集などを

パネル展示によって広報します。パネルに取り付ける台紙（A2 サイズ：縦 594mm

×横 420mm）をお渡しいたしますので、その範囲内で自由に作成し、台紙に貼り

付けてください。 ※作成にあたっては、７番の注意事項をご覧ください。 

４．対象団体 各施設利用団体のほか、さいたま市内に広く活動(開催予定のイベント、学校や自

治会の催し、近隣地域の団体の活動情報など)を発信したいという団体。 

 

５．応募方法 ①各募集期間内に、表面の「ぐるりパネル展受付施設」にて展示申込書をお受け取りくだ

さい。 

②展示申込書に必要事項を記入のうえ窓口へ提示し、参加者控えをお受け取りください。

また、同時にＡ２台紙と参加団体アンケートをお受け取りください。 

なお、この時点では仮エントリーです。（募集は先着順、定数に達した時点で受付終了） 

③応募期間内に作品を提出した時点で、エントリー完了となります。 

④エントリーは、シーズンごとに１団体１回とします。 

６．応募期間 
(＊仮エントリ

ー＆本エント

リー   

受付期間) 

夏（2４枚） 平成 29年  6月  1日（木）～  7月 15日（土） 

秋（20枚） 平成 29年  8月  1日（火）～  9月 15日（金） 

冬（40枚） 平成 29年 10月  1日（日）～ 11月 15日（水） 

春（20枚） 平成 29年 12月  1日（金）～平成 30年 1月 15日（月） 

７．注意事項 〇企業、宗教団体、営利団体、その他政治および営利に関する内容では応募できません。 

〇展示作品は、必ずお渡しする台紙に貼ってください。「片面のみ」、「はみ出し禁止」です。 

〇作品を台紙に貼る際は、四隅に５㎝以上の余白を設けてください。 

〇台紙には直接書き込まないでください。 

〇縦に展示できるように作成してください。 

〇展示作品には原則、立体物を貼りつけることはできません。ご協力をお願いいたします。 

〇展示物は、各施設を巡回するため、破損・汚損・損壊のおそれがあります。貴重品の展

示やケガの恐れのある物品の展示はできません。また、展示物について一切の補償はで

きませんので、そのことをご了承のうえお申込みください。 

〇作品は、展示終了後に返却いたします。 

（※開催期間が多少

前後する可能性があ

ります。各館にお問合

せください。） 

 



 

                                  
 

 

 

 

 

 

地域のために活動したい、ボランティア活動を始めてみたい、でもきっかけがない・・・ 

そんなあなたを応援するセミナーです 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

期日 平成２９年７月２７日（木） 

１８時～１９時３０分 

場所 さいたま市市民活動サポートセンター 中央ラウンジ 

   （JR浦和駅東口徒歩１分 コムナーレ９階） 

対象 市民活動に関心のある方 

定員 30名（予約不要） 

お問合せ先 

さいたま市市民活動サポートセンター 

（さいたま市市民協働推進課） 

TEL 048-813-6400 

FAX 048-887-0161 

E-mail kyodo-suishin@city.saitama.lg.jp 

 

 

 

始めてみませんか？ 

地域でボランティア活動 

第１部 『あなたも一緒に！２０２０東京オリンピック・ 

パラリンピックとボランティア活動』 
講師：さいたま市オリンピック・パラリンピック部 

第２部 『始めてみよう、ボランティア活動』 

講師：さいたま市社会福祉協議会 

あなたの参加、 

お待ちしています！！ 

さいたま市市民活動サポートセンター 夏のセミナー 

資料５ 
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※市民活動が優先となりますので、『ゆずりあ
い』でのご利用をお願いいたします。 

※他のスペースを場所取りした上でのご利用は 
ご遠慮ください。 

※時間は必ずお守りください。 
※試行的な実施ですので、対応が変更となる場
合があります。 

さいたま市市民活動サポートセンター 

注意事項 
 

～試行的実施～ 
 

 
 

～試行的実施～ 

食事利用について 
南ラウンジは市民活動専用スペースです 

が、１２時から１３時までの間、市民活 

動に触れる機会を提供することを目的と 

して、市民活動団体以外の方も食事の際 

にご利用いただけます。 

南ラウンジの 

資料６ 
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