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■ 第２回 新潟市こども創作活動館指定管理者申請者評価会議 

 

日 時：令和元年 10 月 17 日（木）午前９時 30 分～ 

場 所：東区役所 会議室Ｂ 

出席者： 

（１）委員 

上出 裕香 子育てサロンともだちひろば スタッフ 

小池 由佳 新潟県立大学人間生活部子ども学科 教授 

白井 俊和 新潟市東区社会福祉協議会 事務局長 

前川 真也 税理士法人サンライズ新潟中央事務所 税理士 

山田 久美子 東区自治協議会 委員 

（２）事務局 

   東区健康福祉課 課長・課長補佐・児童福祉担当係長・こども支援担当係長 

傍聴者：１名 

 

議事記録： 

１．開  会 （非公開） 

２．あいさつ （非公開） 

３．本日の評価の進め方について （非公開） 

４．申請者プレゼンテーション・ヒアリング （公開） 

 

（司会） 

 １団体目のプレゼンテーションを始めて下さい。 

 

（Ａ事業者プレゼンテーション） 

 

（司会） 

 今のプレゼンテーションについて、質問などをお願いします。 

（委員） 

 いくつかお伺いしたいことがありますので、お願いします。順番がばらばらになって申し訳

ないのですが、一つ目は、今回、プレゼンテーションの中でかなり事業をたくさん増やして下

さると書いていただいているのですが、少し心配しているのは、一つは、これだけの事業を増
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やしていくと、もちろんスタッフの数を増やされるということではあるのですが、働いている

方々の負担感もかなり出てくるのではないかということを心配していまして、その辺りはどの

ように対応されるご予定かを教えていただきたいと思います。 

 ２点目は、申請書類に何度か地域世代間交流という言葉が出てくるのですけれども、具体的

に何をなされるおつもりかがよく見えませんでしたので、その点についてご説明いただきたい

と思います。 

 そして、今、プレゼンテーションの中でも何度か、小さい子どもたちが対象なのでというお

話があったのですけれども、想定されている小さい子どもたちというのは一体どれくらいの年

齢を想定してプレゼンテーションをして下さったのかを確認させていただきたいと思います。 

 あと、すでに指定管理で委託を受けておられる他施設でもいろいろな事業を実施されている

と思うのですが、どういう事業だと大体これくらいの参加人数があるという、事業によってい

ろいろ人数の差はあると思うのですけれども、ざっくりでいいので、どれくらいの参加人数が

あるのかを参考までに教えていただきたいと思います。 

（Ａ事業者） 

 まず、既存スタッフの負担が大きいのではないかと。 

（委員） 

 既存というか、新しく入る方もおられると思います。 

（Ａ事業者） 

 そうですね。その辺に関して説明させていただきたいと思います。当然、私たちもそのよう

に考えております。それで、スタッフの配置のところで上がっていると思うのですけれども、

既存スタッフの負担があまりにもひどくならないようにということで、新規事業については、

他施設の事業運営スタッフがサポートに入って、どちらかというと出張講座的なことで、まず、

初年度は対応したいと考えております。スタッフも１名増やすのですけれども、既存のスタッ

フに今でもかなりの負担があると思いますので、それに対してはきちんとフォローするような

体制を考えています。 

 地域世代間交流についてですけれども、今回の業務仕様書の中で、こどそう祭りが入ってい

なかったというか、多分、これは自主事業でという意味合いだと思うのですけれども、私たち

はこどそう祭りを地域世代間交流のコアと考えています。その中で、先ほどもありましたけれ

ども、そういった既存のやられていることに対して、もう少しいろいろ広げていこうという中

では、12 ページに書いてありますけれども、例えば、現在活動されている地域の団体の発表会

をしていただくとか、バザーだとかフリーマーケットなどもやっていきましょうといったもの、

あとは、先ほども言いましたけれども、防災のデイキャンプ、防災の意識を図るようなものを
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やっていきたいと思います。なおかつ、こどそう祭りに関しては、そういった体験活動だけで

はなく、利用者が多く参加していただけるイベントなので、そのときに利用者の意見をいろい

ろ取り入れられるアンケートを、具体的にこのときにいろいろ集めるために、例えば、抽選会

付きのアンケートとかそういったものをして、ぜひ、利用者の声を直に多く集められるような

機会にしていきたいととらえています。 

 昨今、やはりその中で、地域連携といわれているのですけれども、私たち指定管理者が一番

感じるのは地域の防災、特に今回、台風などがありましたけれども、そういったものに対して、

指定管理者としては施設を通して地域に還元していきたいと。その中では、防災デイキャンプ

もそうですし、避難所開設に対する協力ですとか、あとは、先ほどのプレゼンテーションでも

ありましたけれども、ＡＥＤの普及活動。普及活動というのは、あくまでもあるというだけで

はなくて、それを使える人を増やしていくという活動をやっております。それを私たちは地域

世代間交流の主な部分として考えています。 

 小さな子どもたちはどのくらいの年齢を想定しているかということについてですけれども、

この施設は、前の資料などを見ると、やはりどうしても未就学児が多いのかなという気はして

います。そこについても当然、十分に対応していきたいと思うのですけれども、今回、私たち

がここに参加させていただくに当たっては、未就学児にプラスして、小学校低学年くらい、も

う少し上でもいいのですけれども、小学生にももう少し参加いただけるような施設にしていき

たいと思います。現在指定管理している他施設は似たような施設ではあるのですけれども、対

象年齢がどうしても小学生以上になっていますので、どちらかというとうちの得意分野はそこ

になりますので、今の未就学児にプラスして小学生にも参加していただけるような事業展開を

していきたいと思っています。 

 他施設の事業については、大別して二つの傾向があるのですが、定員に関しては事業により

ますが大体 10 人、20 人といったものが一番多いです。ワークショップなどにしても目が届く

範囲がありますので。では、どの程度の参加数があるかについては、やはり企画とか時期とか

タイミング等によって定員に満たないものもあれば定員を超えて抽選になるものもあって、そ

の辺は試行錯誤しながら企画を立てているのが現状です。平均すると大体 10 人、20 人くらい

の対象になることが多いです。 

（委員） 

 今、お話のあった事業について、事業のときには参加者が 10 名、20 名くらいというのは前

からもチラシを見たりして知ってはいたのですが、例えば、小学校の総合学習などで訪問する

ことは可能なのか、そういう対応を考えていらっしゃるのかをお聞きしたいと思います。 

（Ａ事業者） 
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 こども創作活動館でということですよね。それについては、もちろん対応させていただきた

いと思います。事業計画にも書いたと思うのですけれども、現在指定管理している他施設など

もそうなのですけれども、本当は屋外で課外活動をしたかったのですけれども、残念ながら雨

が降ってしまってどうしようかと、お弁当を食べる場所がないところがけっこう多いのです。

そういったときには、他施設でも積極的にそういうものを受け入れていますし、こども創作活

動館でもそういう事業というか取組みをされていると伺っていますので、その部分については

積極的に対応させていただきたいと思います。その中で、例えば、こういう体験活動をしたい

というときについては、そこにいる職員で対応できるような体制は取らせていただきたいと思

います。 

（委員） 

 今ほどもお話がありましたとおり、いろいろな事業を新規で考えていらっしゃるということ

ですけれども、参加者を促進するためにいろいろ工夫を考えていると思いますが、最も特徴的

なというか、こういったことで集客をしたいということがあったら教えていただきたいと思い

ます。 

（Ａ事業者） 

 広報活動については、本当ですとマスメディアを使った大規模な戦略もあるのですけれども、

本施設の特徴としては、どちらかというとアナログ的な広報がやはり大事なのではないかと思

っています。他施設については、それと同義になるかどうか分からないですけれども、毎年必

ず学校、幼稚園についてはドアコールといいますか、チラシを直接持って行って、そういった

ところでぜひ利用して下さいというような活動をしています。あとは、例えば、夏休みのイベ

ントなどではポスターを貼らせて下さいというような活動をしています。そういった意味で、

この施設の特性としては、どちらかというと広範囲の広報活動よりも、そういった地道な営業

活動といったものが有効だと考えておりますので、そういった地道な広報活動を行っていきた

いと考えています。 

 私は市内に住んでいますが、こども創作活動館というのはとても存在感のある建物で気には

なっていたのですけれども、中に入る機会が一度もなかったのです。これはやはり見た感じが

すでに面白い建物で、話題性がたくさんあるので、いろいろな世代の人たちがここに足を運ぶ

きっかけ作りみたいなものを多面的にアピールすることによって、子ども連れあるいは友だち

同士あるいはいろいろな世代間の組み合わせの中で、行ってみようみたいな形になっていくの

ではないかと思いますし、プログラムに参加したり、一度足を運ぶと、それが今度は口コミで

広がっていって、こういうプログラムがある、こういう機会があるというようになっていくと、

徐々に地域の中から足を運ぶ人たちが増えていって、それがまた集客につながっていくのでは
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ないかと思っていますので、一言で言えば開かれた施設として、いろいろな接点をこのたび打

ち出していく、これが最終的には大勢の人たちが利用する施設につながるのではないかと思っ

ております。 

（委員） 

 今までは小学生が保護者なしで行ったときに、受け付け方法として名前と小学校名しか書い

ていなかったと思うのですが、それは従来どおりこれからも変わらないのですか。 

（Ａ事業者） 

 はい。今までのものを踏襲したいと考えています。 

（委員） 

 一般的な話なのですけれども、今、いろいろな仕事をされている現場で人手が足りない、人

手不足だという話をよく聞くのですけれども、そちらの会社として、既存のスタッフの話が先

ほど出たと思うのですけれども、既存のスタッフの方がやむをえず退職しなければいけないと

いう理由によって人手が足りなくなった場合に、新しい方を採用したりということで優秀な人

材を確保していかなければいけないと思うのですけれども、それに対して、何か具体的な取組

みはされていますか。 

（Ａ事業者） 

 本当に頭の痛い話です。最近、人手不足ということがありまして、当社としても既存のスタ

ッフが抜けると非常に大きな痛手を被ることは重々承知しています。逆に、辞めさせない努力

ですよね。本当に育てていく、育てるなどというおこがましい話ではないのですけれども、従

業員が働きやすい環境をどうやって整えるかということに対しては、私たちも非常に尽力して

いるつもりです。女性が働きやすいとか、時間外が過剰な負担になっていないかとか、そうい

ったことに対しては非常に前向きな取組みを数々、会社を上げてやっていますので、辞めた人

をどうやって集めるかというよりも、まず、今いる人たちを大切に、働きやすい環境を整えて、

いつまでもこの職場で働いていただけるかということに尽力しているという意味では、従業員

の声を拾いつつ、従業員の不満をできるだけ解消していくような努力はこれからもしていきた

いと考えています。 

（司会） 

 よろしいでしょうか。 

 それでは、これにて１団体目のプロポーザルは終了いたします。ありがとうございました。 

 委員の皆様、採点表にご記入いただきたいと思います。 

 

（採 点） 
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（司会） 

 それでは、２団体目の特定非営利活動法人ワーカーズコープのプレゼンテーションを始めて

下さい。 

 

（特定非営利活動法人ワーカーズコープ プレゼンテーション） 

 

（司会） 

 それでは、今のプレゼンテーションについて質問などをお願いします。 

（委員） 

 まず、様式９－２の動機のところで、現在、東区の二か所の子育て支援を指定管理等で受け

ておられると思うのですが、東区の子育てを妊娠期から義務教育終了時まで切れ目なく連携し

て支援できると書いていただいているのですが、具体的にどういうイメージを持って、もし委

託されたらということでいいのですが、この三つをつながりながら運営されていこうとしてい

るのか。東区で子育てをされている方々にとって、この三者がつながることでどういう子育て

がイメージできるのかを聞かせていただきたいのが１点目です。 

 ２点目が、資料には書いていなかったのですが、先ほど、職員配置のところで社会福祉士と

いう言葉が入ってきたのですが、いわゆるソーシャルワーカー的な人をここに置かなければい

けないというか置きたいというご希望なのかもしれませんが、そう考えておられる背景を聞か

せていただきたいと思います。 

 次に、すみません、ちょっと私も不勉強であれなのですが、今までのところではやっていな

かった学習支援に取組んでいきたいということがあったと思うのですが、その辺は具体的にど

のような形で、どういう方法で、必要とされている場所でやっていきたいという理由を聞かせ

ていただければと思います。 

（ワーカーズコープ） 

 １点目の東区の子育てのことについてお答えします。今現在、い～てらすができる前は、わ

いわいひろばは０歳から小学校１、２年生までの利用があって、割と幅広い年代ではあったの

です。やはり、小さい子どもが多かったことは多かったのですけれども、い～てらすができる

ことによって、本当にわいわいひろばの利用が０歳、１歳に集中しています。少し走れるよう

になった子どもや体を動かしたい子どもは公園があるい～てらす、い～てらすには広い広場も

あるので、そういうところで体を動かすという、少し棲み分け的な利用の状況が非常に見られ

るようになってきたということです。今後、わいわいひろばは妊娠期からお母さんたちのサポ
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ートをしていきたいと思います。そのほうがこの地域にとってニーズがあるだろうと考えてい

ます。 

 それで、こども創作活動館なのですけれども、駐車場が狭いものですから、やはり自分で歩

いてくる子どもたちを中心にしなければいけないと思っています。自分の気持ちで行きたいと

か、歩いて行ける範囲のところに子どもたちが行きたいという気持ちがあれば、こども創作活

動館もより活性化すると思いますし、そういうニーズはあると思いますので、わいわいひろば

は妊娠期から０歳、１歳、い～てらすがその上、小学校３年生までですけれども、今現在は小

学校１年生、２年生はいますけれども、３年生はやはり利用が少ないかもしれません。その上

になるとより活動が広くなってきますので、自転車に乗ってくる、歩いてくるということで、

こども創作活動館を私たちがやらせていただくことで、本当に切れ目のない、連携し合いなが

ら支援ができると考えています。 

 次のソーシャルワーカーの配置について申し上げます。これは今、こども創作活動館で療育

教室をやっているということが私たちの気持ちの中でとても大きいのです。やはり、そういう

方のサポートをしていきたい。行政の方もとても強いサポートをして下さっています。ただ、

民間の対等な立場というか少しハードルの低い私たちがサポートに回ることで、お母さんたち

は気持ちが楽になるのではないかと考えています。私たちの現在の職員の中でも、社会福祉士、

精神保健福祉士の免許を持っている人間がいますので、もちろん、彼女の意向を聞いてからで

すけれども、配置転換もできるのではないかと考えています。 

 あと、学習支援ですけれども、東区の現場の中では今までやったことがないのですけれども、

例えば、江南区とか南区とかの児童館ではやっているのです。職員が教えたり、学生のボラン

ティアの方をお願いして教えてもらうということを定期的にやっています。ですので、ぜひ、

こども創作活動館でも、何かとてもがちがちに決まったというよりは気軽に、少し分からない

から聞こうとか、和室があるものですから、和室を使ってそういう和やかな教え合いとかがで

きたらいいかなと、今現在の考え方としてはそういうことを思っています。将来的にできると

いいなとは思います。 

（委員） 

 小さい子どもだけではなく中学生、高校生の養護ということで、どのように対応されるのか

と思ってお聞きしていたのですが、来ている中学生は小学校のときから利用している子どもた

ちが中学生になっても高校生になっても、または大人になっても地域で子どもたちを見守ると

いう形につながっていくことを目指していらっしゃるのかなと思って、とても素晴らしいこと

だと思いました。 

 こども創作活動館は、今、歩いてきたり自転車で来たりというと、やはり校区の小学生にな
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ると思うのですけれども、校区は木戸小学校です。木戸小学校の子どもたちは今、遊び場がな

いというかいる場がないということで、自分たちの力で行けるところがあまりないということ

で困っています。ネットでも調べられるとは思うのですが、学校にもいろいろ情報を流してい

ただけたらと思います。 

 あと、資料の中にあったと思うのですけれども、急な早帰りになったり休校になったりした

ときに対応できるようにしたいということがありましたけれども、学校との連携を図るとあり

ました。難しいのではないかと思うのですけれども、どのようにされる計画ですか。 

（ワーカーズコープ） 

 私たちは小学校、中学校の行事を把握している、そのカレンダーと、学校からいただく年間

の行事だよりを基にシフトを組みたいと思っています。それは現在もしておりますし、年間で

分かるものなので大丈夫だと思っています。 

（委員） 

 質問というか確認なのですけれども、先ほど、事業の経営の中で経費節減という項目があり

ました。その中で、たしか清掃をスタッフの方がなるべくやられるという話があったと思うの

ですけれども、それは今まで外部の業者の方に定期清掃をやってもらってお金を支払っていた

ものを、中のスタッフでなるべくやりましょうという話でよろしいですか。 

（ワーカーズコープ） 

 両方です。外部の清掃業者にお願いする部分はもちろんあります。ただ、日常的な清掃、お

もちゃの消毒とか棚の清掃とかの素人でもできる清掃といいますか、みんな母親だったりしま

すので、その程度の清掃は常にやっていこうと思っています。外部の方にお願いするのは、例

えば、ワックスですとか定期的なトイレの重点的な清掃というようなことになります。 

（委員） 

 今まで業者にお任せしていた清掃の部分については、あまり変わりないという形ですか。 

（ワーカーズコープ） 

 現在とは変わると思います。現在は割とたくさんの経費を使っていらっしゃるのですよね。

ですから、そこはかなり削減できると考えています。 

 日常的な清掃については、私たちができるところをやろうと。定期的なワックスがけとかそ

ういうものは業者の方にお願いできればと思っています。 

 併せて、話の中で出てきたのですけれども、新潟地域若者サポートステーションとか生活困

窮者の自立支援事業の就労準備のジョブトレーニングの一端にもなると思っていて、その中で

自立に向けた支援も清掃の中でできればと思っています。実際、い～てらすでもそういう方を

受け入れて自立していったという事例もありますので、そういう日常清掃は私たちでやりたい
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と思っています。 

（委員） 

 事故発生時の対応の仕方なのですが、そのときに保護者に連絡ということになっていますが、

従来の受け付けの仕方とは変わって、初回登録という形になるのですか。連絡先を。そういう

形に変更されるということですか。 

（ワーカーズコープ） 

 そうです。今の受付とは変わります。 

（委員） 

 期待できる、改めて指定管理者になったときに今までよりもこういったことが充実するとい

う一番のものを教えていただきたいと思います。 

（ワーカーズコープ） 

 お母さんたちの居場所、それから子どもたちの居場所になるということはかなり変わるので

はないかと思っています。おしゃべり会とか子育てカフェとかそういうものを充実させていき

たいと思っています。療育教室まーぶるのことになるのですけれども、曜日ごとのお母さんた

ち自身は知り合いなのです。ただ現在、曜日をまたぐと、もう分からない人たちになってしま

っているようなのです。ですので、その人たちを一緒にした子育てカフェですとか相談会とい

うようなものを開きつつ、この場でなければ話せないこともあると思うので、そういうことに

は力を入れていきたいと思っています。 

 あと、子どもたちに関しては、ものづくり、それから伝統的な活動は継承してやっていくも

のなのですけれども、素晴らしくて芸術的なものを作ることを目指すのではなく、それを通し

て自己肯定感が持てたり、友だちと話をしながら作ることでコミュニケーションを養ったりと

いうような中でやっていきたいと思っています。それがこども創作活動館の持っている魅力な

のかなと私は思っています。より高い芸術性となりますと、ほかの施設でもやっていますし、

東区のこども創作活動館ならではの活動が、ものづくり、伝統芸能、それから人とのつながり、

それはやはりこども創作活動館という名前の中にあるのだなと思っています。それがここで働

いてここで生活している私たちが運営する利点です。 

（司会） 

 ほかにありませんか。 

 それでは、これにて２団体目の特定非営利活動法人ワーカーズコープについては終了させて

いただきます。ありがとうございました。 

（司会） 

 委員の皆様、採点表にご記入いただきたいと思います。 
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 これにて、新潟市こども創作活動館の応募団体のプレゼンテーションヒアリングを終了しま

す。 

 

５．評価委員による意見交換会，全体採点 （非公開） 

６．集計発表・最終審査について （非公開） 

７．閉  会 （非公開） 


