
1 

第 2回新潟市秋葉区コミュニティセンター等 

指定管理者申請者評価会議 会議録（一部非公開） 

・ 期  日：令和 2 年 10 月 15 日(木) 午後1時30分～午後3時30分 

・ 場  所：秋葉区役所 6階 601会議室 

・ 委  員：伊藤 満敏（新潟薬科大学副学長） 

 青木 均（社会保険労務士法人あおき事務所所長） 

五十嵐 良重（新関小学校・新津第五中学校地域教育コーディネーター）

佐々木 美佳子（秋葉区自治協議会委員） 

4名 ※敬称略 

・ 事務局：伊藤課長補佐、佐藤係長、井越主査、長谷川主事 以上4名出席 

・ 傍聴者： 0 名 

事務局 

伊藤課長補佐

事務局 

ただいまから、第2回秋葉区コミュニティセンター等指定

管理者申請者評価会議を開催いたします。 

本日司会を担当いたします、秋葉区地域総務課の佐藤と申

します。どうぞよろしくお願いいたします。 

本日、傍聴者につきましては現時点ではいらっしゃいませ

んでした。 

今回、地域総務課長の古俣が出席予定でしたが、業務の都

合により代理として課長補佐の伊藤が出席いたしますことを

ご報告いたします。それでは開催にあたりまして、秋葉区地

域総務課長補佐の伊藤より一言ご挨拶を申し上げます。 

今程説明がありましたが、課長の古俣が急用により出席が

できないということで、私の方からご挨拶をさせていただき

ます。 

本日はお忙しいところお集まりいただき、ありがとうござ

います。また、皆様には、日頃から区政にご理解ご協力をい

ただき、深く感謝を申し上げます。 

本日につきましては、申請をいただいた皆様からプレゼン

テーションをしていただき、その適否について委員の皆様か

ら評価をいただくこととなります。短い時間ではあります

が、どうぞよろしくお願いいたします。 

それでは本日の資料の確認をさせていただきます。資料は、

『第 2 回 秋葉区コミュニティセンター等指定管理者申請者
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会長 

（伊藤委員）

事務局 

会長 

評価会議次第を表紙にした資料一式』です。 

机上配布してあるものが申請者ごとの評価基準と意見・要望

を書き込める総合所見となっております。なお、これらの書類

は、会議終了後事務局で回収させていただく予定です。以上、

ご確認をお願いします。 

（資料確認） 

 なお、前回同様、議事録作成のため録音をさせていただいて

おります。ご了承下さい。それではここからの進行は会長にお

願いいたします。 

皆さん、お忙しいところご参集いただきましてありがとう

ございます。評価会議の会長を仰せつかっております新潟薬

科大学の伊藤でございます。今日は 5 つの地区のコミュニテ

ィ協議会の皆様からのプレゼンテーションをいただいて、そ

の後評価をまとめるという会議の進行になっております。ま

ず議題 1 について事務局から本日の流れについて説明をお願

いします。 

10 月 1日に開催しました第 1回評価会議では、委員の皆さ

まに対し、事務局より施設の概要、指定管理者に関する指針、

施設の業務仕様書、指定管理者申請者評価基準（案）について

説明および意見聴取をさせていただきました。 

第 2回評価会議では、指定管理者申請者によるプレゼンテ 

ーションを行いまして、委員の皆様から質疑応答等の意見聴

取を行います。その後、非公開として委員の皆様同士の意見交

換及び申請者の評価の時間とさせていただきます。 

お配りいたしました資料 7評価基準につきましては、プレ 

ゼンテーションを聞きながら、適・否への「○」付けをお願い

いたします。 

なお、適・否への「○」付けにつきましては、意見交換での

内容確認により、適・否が変更となることも考えられますの

で、お手元の鉛筆にて、記入をお願いします。流れについての

説明は以上です。 

ありがとうございます。今程の説明に質問はありますか。 
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申請者 

（なし） 

では次に、議題（2）申請者によるプレゼンテーションおよ

び、議題（3）指定管理者申請書についての質疑・応答に移り

たいと思います。荻川コミュニティ振興協議会様から順にプ

レゼンテーションを行っていただきます。 

（荻川コミュニティ振興協議会プレゼンテーション） 

荻川コミュニティ振興協議会の事務局長をしております石

井と申します。よろしくお願いいたします。荻川コミュニティ

振興協議会につきましては、各地域の会ということで自治会・

町内会が 28 あります。28 の自治会・町内会を含めて、荻川

地区には諸団体が 65団体ございます。自治会・町内会の会長

さんにつきましては、コミ協の会議等で意見交換をしており

まして、その他の諸団体につきましては、年に 1 回秋から冬

にかけて、お集まりいただいて、連絡、情報交換、意見交換を

しております。65 団体の協力のもとで荻川コミ協は成り立っ

ていると自負しております。 

荻川コミ協の事業としましては、五大行事ということで大

きな行事が、芸能祭、敬老会、運動会、荻川まつり、文化祭と

なっています。その他に、各種スポーツ大会として、バドミン

トン、卓球、バレーボール、ソフトボールの大会を各地区の方

からお集まりいただき、行っています。その他にも専門部等で

は生涯学習講座、こちらは月 1回行っています。また、高齢者

の憩いの場として、やすらぎの間を毎週水曜日にしておりま

す。そして、子ども達を集めたちびっこ雪まつりは冬に開催し

ています。その他にも女性、男性の料理教室を幅広く開催し

て、皆様から参加をいただき地域の交流に役立てています。 

荻川コミセンは本館、分館、体育館とありまして、登録団体

は 80団体となっています。コミセンは、火曜日から日曜日の

間に、午前、午後、夜間と利用できまして、昨年の実績では、

利用件数は 309 件となっておりまして、人数としては 2万人

強の方々が利用しております。 

荻川地区の多くの皆様からコミセンを利用してもらうため

年 6 回発行しています「広報おぎかわ」に利用団体の加入募

集を掲載して PRをしております。 
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会長 

青木委員 

申請者 

青木委員 

そして、利用団体及び利用者が楽しく、愉快に、気持ちよく

利用ができるように、また気軽に出入りできるような対応を

事務局では心掛けております。 

ただ、施設は古いもので、38年が経過し、40年を迎えよう

としております。そんな中、事務職員男性 4 名、女性 2 名の

6名で毎日、清掃はもちろん、机やイス等の備品を整理整頓し、

長く、気持ちよく使用できるように心掛けております。そし

て、コロナの中ではありますが、除菌等も毎日行って、感染予

防をしております。 

事務局では 29年度に税、労務の管理指導を受けまして、規

定を改定しまして、新しい規定により雇用条件の改善を図り、

働きやすく、気持ちよく勤務ができる環境になっています。 

ありがとうございました。今のプレゼンテーションについ

て、何かご質問はありますか。 

 雇用状況についてということで資料に、「協定書等を 30 年

4月 1日に改定し、新設し、雇用条件の改善を図り、より安心

して労働できる環境となっています。」とありまして、重箱の

隅をつつくつもりはありません。よりよくなればということ

で質問をさせていただきます。「より安心して労働できる環

境」とは具体的にどのようなことですか。 

 就業規則等はこれまでもあったのですが、詳細をうたった

ものがなかったもので、労務管理の指導に基づいて給与規定

を改めて、細かいところまで規則に定めたということです。 

 もう 1点、「ワーク・ライフ・バランス等の取り組み」とい

うことで、ワーク・ライフ・バランスは、労働と生活のバラン

スです。政府の方針で働き方改革はご承知かと思います。この

4 月 1 日から有給休暇の付与義務が出てきておりまして、こ

れは 5 日になります。資料にも有給休暇管理簿と記載があり

ますが、これは管理簿であって実際に有給休暇を 5 日付与し

ているかどうか、4月 1日から翌年の 3月 31日までの間にで

す。なぜこんなことを言うのかというと、他の申請者の皆様に

もお聞きいただきたいのですが、罰金が取られてしまうので
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申請者 

青木委員 

申請者 

青木委員 

申請者 

会長 

す。1 人 100 万円です。パートでもアルバイトでも 3 人いれ

ば 300 万円になります。皆様が一生懸命収入を図る中で、罰

金となれば一瞬で消えてしまいますので、口を酸っぱくして、

健全経営を行っていただくために守るべきところを守ってい

ただきたいというのがお願いです。有給休暇管理簿をつけて

いても実際に休暇をあげていないとやられてしまいます。中

には有給休暇は結構ですという方もいらっしゃるかと思いま

すが、強制的に取らせないといけないのです。これらのことを

十分に気を付けていただきたいです。 

 出勤簿はどうなっていますか。 

 各自で押印をしています。 

 そうすると時間が分かりませんね。 

 時間は就業規則の中に日勤と遅番に分かれていまして、日

勤は 8 時半から 3 時半、遅番は 3 時から 10 時と決まってお

りまして、そこで、日勤、遅番と表記して押印をしています。

 評価委員としてはマルをしてあげたいのですが、私が労働

基準監督署の監督官だとしたらバツですね。なぜかというと、

皆さん同じ時間に同時に来るわけではないですよね。就業規

則に記載があり、押印をしたからといって、8時半から 3時半

までで、この通りですよと言えば、何をしているんだというこ

とになります。つまり、時間の管理は今回の働き方改革の目玉

ですので、これは改善していただきたいと思います。やはり、

1人 1人帰る時間も違うと思います。3時 31 分の人もいれば、

40 分の人もいるでしょうし、同じ時間とはならないと思いま

す。 

 そうですね。その通りです。 

 ありがとうございました。他にございますか。 

時間が限られていますが、私の方から 1 つだけよろしいで

しょうか。先程、自主事業ということで五大事業を紹介してい

ただきましたが、全部コロナウイルスの影響で中止になって
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申請者 

会長 

申請者 

しまったということで、今年コロナ禍で中止になったことに

ついては、皆様から何かご意見は出ていますか。 

 五大事業につきましては、自治会・町内会の会長さんからお

集まりいただいて、そこで意見を聞き、提案した中で、実は開

催したい意向はあったのですが、自治会・町内会の皆様は非常

に不安だと、完璧な対応ができるのか疑問があるということ

でやむなく全て中止ということになりました。 

ありがとうございました。 

今回、委員をさせていただいて、拝見したのですが、「広報

おぎかわ」は年 6 回発行されているのですよね。すごく良い

出来ですよね。あれだけの情報を、きれいにまとめている広報

紙は少ないと思いますので感心しました。では、時間ですので

荻川さんはこれで終了になります。 

次は小合地域コミュニティ協議会さんです。よろしくお願

いいたします。 

（小合地域コミュニティ協議会プレゼンテーション） 

小合地域コミュニティ協議会の事務局長をしております大

竹と申します。よろしくお願いいたします。私どもの団体につ

いてですが、平成 9 年の小合地域活動センター開設を機にコ

ミュニティ活動を開始し、5年後には小合地域コミュニティ協

議会が発足し今年で 23 年目に入りました。14 の自治会・町

内会、地域にあります小中学校、そして、地域柄様々な団体が

ありまして、その団体と一緒にまちづくりに取り組んでいま

す。 

施設の紹介としては、私どものセンターは小合地域のほぼ

真ん中にありまして田園豊かな閑静なところにあります。施

設には、大ホール、集会室、和室、会議室、調理実習室があり

ます。大ホールには音響設備が備えてありますので、レクダン

スやカラオケ等のサークル活動に多用されています。部屋は

午前、午後、夜間の 3コマで貸出をしています。利用者の方々

の大半が小合地域住民の方ですが、地域外の方からも多くの

利用をいただいています。 

センター職員として心掛けていることは、利用者の方が気
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持ちよく利用できるよう、挨拶、笑顔、丁寧な対応です。特に

笑顔を大切にするようにしています。 

利用団体は、37 団体が定期利用の団体となっており、その

他にも数団体の利用がありまして、全体で 42団体程となって

おります。 

協議会の事業としましては、小合愛さつ運動、コミ協芸術

祭、自主防災訓練、花いっぱい親子大会、地域懇談会等です。

他にも、地域カレンダーの製作等を行っています。今年度は、

残念ながら、敬老会、コミ協子ども祭り、一斉クリーン作戦に

ついては、新型コロナウイルスの影響で中止となっておりま

す。また、新規事業として、SNS を使ったコミ協情報の発信や

古くからの屋号を記載した地域の住宅地図作り、区の健康福

祉課と共催のフレイル予防教室等も始めています。 

コミセンの自主事業としては、毎年利用者団体の合同発表

会を行っていますが、今年はコロナウイルスの影響で実施は

未定となっています。 

利用者の意見を取り入れたものとして、備品の購入をしま

した。今年度はテーブルを入れ替えました。入れ替えについて

は、新潟市の地域活動補助金を活用しました。 

利用してもらうために取り組んでいることについて、利用

者数は年々減少しているのですが、定期利用のサークルは増

えています。現在は調理室の定期的な利用がないので、もっと

活用できればと考えております。 

雇用状況については、男性 6 名、女性 1 名で早番、遅番を

基本として、週 1、2回は中番もあります。 

サービス向上に向けた取り組みについては、年 2 回を目途

に各利用団体の代表者による会議を行っています。ここで利

用規則等の確認を行っています。 

災害時の対応は、119 番通報訓練と、火災発生時の避難誘導

訓練、初期消火訓練を年に 1回以上行っています。 

ワーク・ライフ・バランス等の取り組みについては、管理職

員として、女性は 1名雇用しています。また、全ての職員に家

庭の用事や他の仕事の際に有給休暇を積極的に活用するよう

呼び掛けています。また、勤務できない日を予め申告してもら

ってからシフトを組んでいます。急な用事でシフト変更の希

望がある場合も、職員同士でお互いに融通し合う等、変更を依



8 

会長 

青木委員 

申請者 

青木委員 

申請者 

青木委員 

申請者 

会長 

佐々木委員 

申請者 

頼しやすい職場環境となっています。 

次期指定管理期間で取り組みたいこととしては、今年度は

新型コロナウイルスの影響で様々なことが中止になってしま

いましたが、感染拡大防止に配慮しながら実施可能な事業の

あり方を考えていきたいと思います。 

ありがとうございました。委員の皆様質問はありますか。 

 時間も迫っているので、1点だけ。資料を拝見しますと、ワ

ーク・ライフ・バランスの取り組みで、「有給休暇を積極的に

活用するよう呼び掛けています」とありますが、どのくらい消

化しているのでしょうか。1人当たり何日という表現で大丈夫

です。 

 パーセントで出してきました。だいたい 25％、30％くらい

で、もう少し高くないといけないとは思っています。 

 1 人何日くらいなのでしょうか。 

 年数が少ないので 6日、7日くらいです。職員の中には、5

年や 2年半の方がいまして、この方達は十数日あります。 

 10 日あれば 5日はあげてください。 

 今年に入ってまだ半分ですので、今年はまだですが、昨年度

は、休暇の半分を使っている方もいましたので、まあまあかと

思っています。 

 ほかにありますか。 

 新事業として SNS を活用した事業を行っているとのことで

したが、これはセンターの職員がしているのでしょうか。それ

とも外部の人を起用したのでしょうか。 

 我々で行っています。我々で企画をして、勉強会を開きまし

た。我々職員は LINE（ライン）や Facebook（フェイスブック）
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佐々木委員 

会長 

申請者 

が分からないので、まず勉強会を 4 回しましたが、それでも

足りず追加で 2 回しました。2 回目は地域全体に呼び掛けま

した。なかなか人数は集まらなかったのですが、とにかく地域

に発信する準備をしようということで行いました。当初なの

で SNS も使うけれど、紙も出しましょうというかたちで始め

ました。 

 すばらしいと思います。 

 それでは時間になりましたので、小合地域コミュニティ協

議会さんありがとうございました。 

 次は、金津コミュニティ振興協議会さんよろしくお願いし

ます。 

（金津コミュニティ振興協議会プレゼンテーション） 

 金津コミュニティセンタ－の指定管理を受けている金津コ

ミュニティ振興協議会の会長、青木と申します。 

 皆様、プレゼンテーションの資料はお手元にいっているか

と思いますので、かいつまんでご説明させていただきたいと

思います。 

 現状と課題、それから今後の取り組みについてお話しさせ

ていただきます。 

 現状につきましては、金津コミュニティ振興協議会は現在

11の自治会・町内会で、人口は 6,912 人で約 7,000 人、世帯

は、2,899 世帯で約 3,000 世帯となっています。この 7,000

人、3,000 世帯に対しましてコミ協は、役員が 5名、職員が 4

名、それから 6つの専門部会ということで 69名が対応にあた

っています。 

 現状の 2 つ目は施設についてです。施設は比較的新しいの

ですが、平成 17年 7 月に新築開館いたしまして、地上 1階鉄

骨でして、8 部屋で 510 名を収容できます。こちらは避難所

の指定を受けておりまして、その際は 242 名が収容可能とな

っております。 

 センターの職員として心掛けていることについては、職員

は、鋭敏な感覚と自己研鑽に努め、地域のニーズや課題を把握

し、地域に尽くすという自覚のもとに業務にあたっています。
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会長 

ただ業務にあたるのでは機械と同じですので、一歩踏み込ん

で、人情の機微に接した対応に努めておりまして、地域の方か

らは時々称賛の声が聞かれています。 

 毎月、月末に自治会・町内会長会と各専門部の部長の 27名

で会議を行いまして、今月の反省と、来月の予定を検討し、絶

えず前を向いて研鑽した会議を行っております。 

 事業としては、地域住民の安心、安全はもちろんですが、そ

れにプラス、快適で幸福感の得られるような生活と地域の活

性化を目指して行っています。また、様々な方がおられ、複雑

多様化するニーズにきめ細かく迅速に対応することが求めら

れていますので、3つのことに向けて事業を行っております。

1つ目は、防災、防犯意識の高揚。2つ目は、移住モデル事業

の推進。3つ目は、高齢者の福祉と青少年の健全育成です。 

 続きまして、課題につきまして申し上げます。課題は、職員

の関係です。職員は事務長 1名を含め、4名の方がおります。

3 名が 2 交代で勤務をしておりまして勤務時間は午前 8 時半

から午後 3 時、午後 3 時から午後 9 時まで。日勤は、午前 8

時半から午後 4 時半までです。このような勤務体制になって

おりまして、毎日 1 人勤務になりますのでなかなか休暇が取

れないということがありますが、日勤の日に休暇を取るとい

うことで、昨年度は、休暇の消化率は、1人の方が 100％、も

う 1人の方が 81％、もう 1人の方が 95％となっていまして、

皆さんが工夫して休暇を取っております。

 最後に今後の取り組みについてですが、何をするにも地域

のニーズや課題が分からなければ対応ができないということ

であらゆる活動を通じて、地域のニーズの把握に努めて、期待

に応えられるように活動をしていくということで、まずは課

題の把握に努めていきたいと考えています。

 去年、地域総務課からセンターの管理について評価をいた

だきまして、施設サービス提供が B、事業が A、施設の管理が
B、歳入歳出が Aということで、総合評価が Aとなりました。
今年は 2つある Bを Aにしたいと職員は頑張っておりますの
でよろしくお願いいたします。以上でございます。

 ありがとうございました。ただいまのご説明に質問、ご意見

はありますか。 
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青木委員 

申請者 

会長 

申請者 

会長 

申請者 

 有給休暇の消化率が 100％の方がいるということで、結構

だと思います。1点だけ、雇用状況の中で、雇用期間は、地域

の人から採用するので均等にということなのでしょうけれ

ど、1年更新で最長 5年と記載があります。恐らく平等になる

ようにということだと思いますが、雇用期間を定めるのに雇

用契約書は交わしていますか。 

はい。いきなり今年で契約終了というのではなく、本人も分

かるように契約をしております。 

ありがとうございました。他にありますでしょうか。 

金津さんの年間利用率ですが、平成 31 年度のものをみる

と、45.6％ということで、新潟市の平均の利用率が年間約 32％

なんです。今日は 5つ施設がありますが、1番利用率が高いで

すよね。何かその辺について、こんなことをがんばっていると

か一言ありますか。 

先程もお話ししましたが、あらゆる活動を通して地域住民

の声、ニーズを吸収しまして、小さいことですが、利用してい

る方から希望を取ります。先日も卓球台を交換しました。他に

も、運動している方がトイレに行くときに必ず運動靴を脱が

なくてはいけませんが、それを脱がなくてもいいように、その

まま履けるスリッパを取り入れました。きめ細かい、小さなと

ころまで利用する人の気持ちになって頑張っております。 

分かりました。ありがとうございます。 

続きまして、小須戸コミュニティ協議会の方よろしくお願い

します。 

（小須戸コミュニティ協議会プレゼンテーション） 

小須戸まちづくりセンター長の藤田と申します。今日は、コ

ミ協の佐藤会長と一緒に参りました。よろしくお願いいたし

ます。

小須戸コミュニティ協議会は平成 18 年 12 月に発足いたし

まして、自治会数が 38自治会でございます。参考であります
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が、3月末の状況として、世帯数は 1,770 世帯で人口は 5,310

名となっております 

まちづくりセンターは、平成 27 年に開設いたしまして、6

年目を迎える新しい施設です。 

職員体制は、現在 6 名で事務職 3 名、管理人 3 名というこ

とで、内訳は男性 4名、女性 2名となっております。 

職員全体で定期的に業務打ち合わせ会議を開催しておりま

して、職員間で交流をはかりながらまちセンの管理について

の話し合いをしております。 

施設を運営するうえで心掛けていることは、3 点ございま

す。1点目は、清潔で安心、安全なセンター。2点目は、気持

ちよく、楽しく利用できるセンター。3点目は、地域の憩いの

場となるセンター。この 3点を目標にしております。 

まちセンの利用団体数は 9 月末時点で 74 団体となってお

ります。 

まちセンでは自主事業を行っておりまして、東西両玄関の

花植え作業を行っております。この作業については、利用団体

や行政機関、地域のボランティアの方々からご協力いただい

て、春と秋に作業をしております。また、これから冬を迎えま

すので、つつじの冬囲い作業も皆様からご協力をいただいて

実施しております。そして、1階ロビーに入っていただきます

と、利用される方から季節を感じていただくため、季節の鯉の

ぼりや七夕飾り、繭玉飾り等の飾りつけを行っています。 

今年は、新型コロナウイルスの関係で大きな自主事業はで

きなかったのですが、ミニ縁日は多いときでは 400 名くらい

の参加をいただいておりますし、また、利用団体にお願いをし

てロビーコンサートと銘打って披露していただいておりま

す。ロビー展の一部に各団体の作品を飾ったり、卓球台並びに

ピアノの貸し出しを行っております。 

情報伝達手段については、「まちセン通信」というものを発

行しております。この「まちセン通信」は、だいたい 2カ月に

1回のペースになりますが、小須戸地区、矢代田地区に全戸配

布している情報誌になります。 

小須戸コミ協では今年、ホームページを立ち上げましたの

でこちらにも「まちセン通信」の情報を掲載し、広く皆様に見

ていただいております。 
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会長 

青木委員 

申請者 

青木委員 

申請者 

青木委員 

申請者 

青木委員 

また、行政で「小須戸地区公民館報」というものを発行して

いるのですが、そちらにもまちセンの利用方法についての記

事を掲載していただきました。 

近年、大きな災害が発生しておりまして、避難所対応とし

て、今後、フリーWi-Fi（ワイファイ）の設置を検討していき

たいと考えております。 

令和 3 年度以降の事業については、自主事業を継続するこ

とと、若者等、新規の利用者の募集に努めていきたいと思いま

す。 

 ありがとうございました。ただいまのご説明にご意見はあ

りますか。 

 雇用状況について、男性 3名、女性 2名ということですが、

時給の方はいますか。 

います。6名のうち、管理人は時給です。 

1 番安い方はおいくらですか。 

880 円です。 

もう 1点だけ。ワーク・ライフ・バランスの取り組みという

ことで、スタッフ全員で月 1 回会議を開催し、センター運営

についての話し合いが図られているということですが、ワー

ク・ライフ・バランスの取り組みとしては、少しぴんとこない

のですが、具体的にはどのような取り組みをしていますか。仕

事と生活のバランスをとるということで、具体的には有給休

暇を付与する等ということになります。 

現在のところ、そのようなことで困ったという話はないも

ので、話があればみんなで話し合っていきたいと思います。 

今、有給休暇は付与されていますか。1人あたりどのくらい

休んでいますか。 
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申請者 

青木委員 

佐々木委員 

申請者 

会長 

申請者 

会長 

申請者 

100％の方もいますが、平均すると 5割くらいの消化率にな

るかと思います。 

ありがとうございました。他にありますか。 

新規の利用者を募集していきたいというところで、若年層

の利用に努めたいとありますが、具体案はありますでしょう

か。 

コミ協では、講習会、講演会をホームページで発信しており

ますが、どうしたら若い人に使ってもらえるかという具体案

はまだないのですが、特にファミリーが使いやすい雰囲気を

醸し出していければと考えております。 

 1 階の図書館の奥にお子さんが使えるようなスペースがあ

りましたよね。 

そうですね。 

ありがとうございました。 

最後に山の手コミュニティ協議会の方よろしくお願いしま

す。 

（山の手コミュニティ協議会プレゼンテーション） 

 山の手コミュニティ協議会会長の横山です。それでは説明

させていただきます。 

 山の手コミュニティ協議会は矢代田小学校区の住民が地域

的な連帯感に基づく活動を通して活力ある住みよい地域社会

づくりを目的として、自治会及び山の手地区の諸団体等から

選出された代表者によって構成されている民主的な団体で

す。 

 施設の紹介でありますが、新潟市の中でも珍しい文化施設

となっており、料金体系や部屋のつくりが他の施設と少し違

っている施設になります。 

 センター職員として心掛けていることですが、当然のこと

ではありますが、個人情報の取り扱いに注意をし、利用者間の
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トラブルに関しては、公平な立場で対応するということで、利

用者が平等利用できるように心掛けています。 

 利用団体数は 25団体です。 

 主な事業としましては、コミュニティ協議会の活性化と地

域住民の連帯感を高めるために、地域と学校ふれあい事業と

して、小学校、中学校、幼児と地域の方と駅や会館の花植え活

動を行ったり、ふれあい夏祭りは、毎年 2,500 名程集まるお

祭りですが、これは単なるお祭りではなく、防災を目的とした

お祭りです。その他に敬老会、門松作り、地域の茶の間、世代

間交流餅つき、地学ハイキング、健康ウォーキング等を行って

おります。 

 利用者の意見要望を取り入れたものとしては、卓球台やフ

ェンス、それから調理室に電子レンジを入れたり、多目的ホー

ルの音響を改善したり、また、外灯及び室内、特にトイレが暗

いという話があったのでトイレを含めて LED 化をしました。

調理室のガス台の取り替えは、吹きこぼれ安全装置に不備が

あったため取り替えを行いました。 

 雇用状況ですが、ふれあい会館の管理運営を総括する会長 1

名と事務全般を総括する事務長 1 名、管理人 4 名を雇用し、

常勤は 1名です。 

 サービス向上に向けた取り組みは、館内に利用者アンケー

トを常設し、利用者の要望や苦情の把握に努め利用者の声に

積極的に耳を傾け毎月スタッフ会議をしております。 

ふれあい会館を活用したコミ協事業の企画、実施やコミ協

広報紙でふれあい会館の周知に積極的に取り組んでいます。 

災害時の対応ですが、新潟市の避難所に指定されているこ

とを十分に理解し、市と協力して避難住民への対応へあたっ

ています。毎年、2回職員の避難訓練を実施しています。今年

は 11 月 14 日に指名職員、指定管理者、地域の方とコロナ禍

における避難所設営訓練を計画しています。この時期だから

こそ、三密を避けた必要と考えております。 

いろいろなイベントが中止になって元気が失われているの

で、防災訓練が終わった後に、コロナに負けるなということで

100 発程の花火の打ち上げを予定しております。 

ワーク・ライフ・バランスの取り組みですが、男女とも働き

やすい職場環境づくりと仕事と生活等の両立を互いに理解し
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会長 

青木委員 

申請者 

青木委員 

申請者 

青木委員 

申請者 

青木委員 

てもらうために毎月スタッフ会議を開催し、意見交換をして

おります。雇用も男女のバランスを考えて行っていますが、当

会館は、6名中 4名が女性で、女性の方が多いです。女性の目

線を施設の運営に反映させるために、玄関にお花、調理機材の

充実、季節ごとの行事に合わせた館内の装飾を心掛けていま

す。具体的には、新津の天神様祭りや、ススキ、繭玉、門松等

です。 

次期指定管理者にしていただいた場合、取り組みたいこと

としては、1つはまちづくりセンターとしての役割を果たす拠

点づくりを何としてもしたいと思います。また、労働条件を改

善し、若い人も魅力を持って定職として応募できる労働環境

づくりを出来たらいいなと思っています。また、施設をご覧に

なって分かるように休憩室のフロアが広いのですが、なんと

か利活用できないかという事で、フロアは本来会館利用者の

休憩スペースではありますが、地域の方の作品展示やコミ協

活動を紹介するスペースとして検討し、地域の方からこのセ

ンターに寄ってもらう施設運営に取り組みたいと考えていま

す。雑駁でありますが以上であります。 

ありがとうございました。ただ今のご説明にご意見、ご質問

はありますか。 

2 つ教えていただきたいのですが、出勤簿はハンコですか。

ハンコと日誌を書いています。 

女性の方が 4 名おられるという事ですが、女性の方は時給

ですか。 

時給です。 

時給はいくらですか。 

870 円です。 

では最後にもう 1 つ。次期指定管理者で取り組みたいこと
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申請者 

青木委員 

申請者 

会長 

申請者 

として「労働条件を改善し若い人も魅力を持って定職として

応募できる環境づくり」とありますが、具体的にはどのような

ことを考えていますか。 

今の給与体制 870 円では定職としてずっと仕事をしたいと

いうのは難しいので、市役所とも相談になりますが、若い人も

魅力を持って 1 年 1 年声かけるのではなくて、ずっと働ける

環境を目指したいと思います。1 年 1 年の不安定労働者では

いい仕事ができませんので、そういった環境が各コミ協にで

きればいいなと思っています。それは予算の関係もあって難

しいけれども、将来そうなるべきかなという思いであります。

国等の助成金で活用できるものはないか一度調べてみては

いかがでしょうか。 

もう少し勉強してみます。 

他に質問等ありますか。大丈夫ですか。 

質問ではないのですが、この間、ふれあい会館に行かせてい

ただきました。先程の説明の中にもありましたが、私が行った

時も女性の方が笑顔で迎えていただきました。非常にほっと

する場所だなと思いましたし、玄関の脇にきれいな花壇を作

っていてお花が咲いていて、私の評価は高かったんです。お掃

除も非常にきれいにされていました。皆さんそれぞれの収支

計画書、予算書をみせていただいていましたら、ふれあい会館

の計上している年間の掃除費は年間 20万円しかないです。他

のところと比べると圧倒的に少ないのです。それでいてあれ

だけしっかりときれいで、たいしたものだなと個人的に思っ

ていました。日常的な清掃は皆さんで手分けしてやっている

のですよね。業者に頼むのはワックスがけとか、専門的なもの

だけですよね。 

はい、そうです。それ以外は、地域の方が盆栽とかお花を持

ってきたときや、地域の茶の間が終わったときにみんなで、ボ

ランティアできれいにしてもらっています。ありがたい話で

す。きれいなお花で気持ちよく利用させてもらってありがと
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会長 

申請者 

会長 

うございますと、そういうご意見を頂いて、こちらも喜んでい

ます。 

私もそう感じました。それだけです。 

ありがとうございました。 

では、予定の時間になりました。5組の申請者のみなさん、

プレゼンをありがとうございました。これですべての施設の

プレゼンテーションが終わりましたが、全体を通してご意見

やご質問はいかがでしょうか。 

青木委員から今年の働き方改革で年間有休休暇の 5 日間を

確実に与えるとか、そういったことは皆さんもう知っている

と思いますが、その辺をぜひ確実に履行していただければと

思います。 

利用率ですが、皆さんが指定管理になっている公のコミュ

ニティセンターですが、年度別に公表されています。新潟市内

8区のコミュニティセンターの年平均の利用率が32.7％です。

約 33％、年間 3分の 1という形です。すると、3分の 2は空

いていることになります。今日 5 か所の方々の説明を受けま

したが、5か所の皆様の説明の中でも差があります。基本的に

は、先程金津さんのところみたいに約 45％の利用率というの

は市内でもほぼトップの数字、利用率ですが、利用率が 10％

台であるとか、そのくらいであると、もうちょっと何か考えな

ければいけないのではないかという意見が出てくるやも知れ

ませんので、これから新しく指定管理者になられると思うの

ですが皆さんにも利用率をどのように上げていったらいい

か、持ち帰って考えていただきたい。ただ、今年はコロナとい

う予想もしなかったことで行事もできなかったという事でし

たが、コロナと付き合っていく中でどういったことで利用率、

稼働率があげられるかという事は、是非持ち帰っていただい

て、各職員、役員の方々とご協議いただいければうれしいなと

思います。 

他に質問がなければいったん締めさせていだだきます。事

務局お願いします。 
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事務局 

事務局 

事務局 

会長 

事務局 

伊藤課長補佐

事務局 

次第によりますと、続きまして議題 4 として申請者評価と

なりますが、まずはプレゼンテーションいただいた皆様、あり

がとうございました。ここで退室となります。 

（申請者退出） 

それでは、これより委員の皆様による意見交換・評価の時間

となります。 

※指定管理者申請者評価は非公開 

それでは、皆様から評価をいただいた結果ということで報

告してよろしいでしょうか。 

はい。お願いします。 

ありがとうございました。5つの施設とも今回の評価会議の

総合評価「適」ということになりました。評価ありがとうござ

いました。 

伊藤委員からも会長職ありがとうございました。 

皆さんどうもありがとうございました。今後も何かお気づ

きの点あればぜひお聞かせいただければと思います。 

会長、スムーズな進行ありがとうございました。 

最後にちょっとだけ、お時間いただきます。今日の評価会議

を終わりますと、流れとしましては秋葉区自治協議会で報告

をさせていただきます。 

先程申し上げました 12月の議会、市議会で議案となり、そこ

で正式に決定となります。そのことについてはまた、皆様にも

お知らせしたいと思います。それから年明けになりますと令

和 3 年の 4 月から新しくまた指定管理ということなので、協

定書ですとか細かい打合せをさせてもらって業務にあたらせ

るということになります。それから今回の選定結果は 11月の

中旬予定で、ホームページの方にも上げる予定でございます。

議事録も作成しますので後程ご確認いただければ大変ありが
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たいと思っております。 

長時間ありがとうございました。資料はこのまま置いてい

ただいて結構でございますので、よろしくお願いします。以上

でございます。ありがとうございました。 


