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第２回 新潟市西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 

１．開催日時

令和２年１０月２３日（金）午前９時３０分から午前１１時４０分まで 

２．場  所 

西区役所 ３階 ３０３会議室 

３．評価会議委員（五十音順、敬称略） 

氏名 職名等

江端 明夫 黒埼南ふれあい協議会 事務局 

中村 美香 ＮＰＯ法人まちづくり学校 理事

深滝 信夫 新潟税理士法人深滝合同事務所 会長

４．傍聴者 

なし 

５．議事 

指定管理者申請者の評価について

  （１）申請書等の説明【非公開】

  （２）申請者へのヒアリング【公開】

     ア 坂井輪コミュニティセンター管理運営委員会

     イ 西内野コミュニティ協議会

     ウ 青山小学校区コミュニティ協議会

     エ 五十嵐小学校区コミュニティ協議会

  （３）申請者評価【非公開】

６．議事 指定管理者申請者の評価について 

（１）申請書等の説明【非公開】

  事務局より、申請書の評価方法について説明した。

７．議事 指定管理者評価者の評価について 

（２）申請者へのヒアリング【公開】
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―坂井輪コミュニティセンター管理運営委員会入室―

（司会）これより、申請者坂井輪コミュニティセンター管理運営委員会へのヒアリングを行いま

す。まず代表の方より、ごあいさつと併せて、申請にあたっての抱負やアピールをお願いいたし

ます。

（坂井輪コミュニティセンター管理運営委員会①）皆さん、おはようございます。坂井輪コミュ

ニティセンター管理運営委員会の会長を仰せつかっております下川照雄と申します。設置母体は、

坂井輪小・小新中学校区まちづくり協議会からの推薦ということで会長を仰せつかって現在に至

っております。

私どもの構成を申し上げますと、五つのコミュニティ協議会と五つの地域の団体がありまして、

そこから各１名ずつ、したがって１０名です。そのほかに、五つのコミュニティ協議会から一人

ずつ評議員という形で参画していただいている方々がおります。したがって５名。そのほかに会

計管理が２名おりまして、合計１７名の組織体制でやっております。そのほかに、管理人として

３人の方が就労しております。

私たちのこのコミュニティセンターがいつごろできたかというお話もしたいと思うのですが、

１９８６年に創立いたしました。したがって、今年はもう３４年経っております。３４年経って

おりますが、その間、高齢者対策のバリアフリー化ですとか、２階に上がる階段の手すりの設置

ですとか、座椅子の設置とか、いろいろなことを含めて地域課からご理解をいただきまして補修

いたしました。したがって、利用者の方からは大変喜んでいただいていて、私たちも喜んでおり

ます。

利用者の状況ですが、９月現在で、３４年もの間ですから当然の数なのですけれども、１４８

万人が利用されています。最近は少し、年度の利用者数も２万６，０００人くらいの利用者にな

っています。数年くらい前までは年間３万２，０００人くらいの方に使っていただいていたので

すけれども、それが少し最近では落ちてきております。皆さんご存じのとおり、今年は想定もし

ていなかった新型コロナウイルス感染症の災いによりまして、３月、４月は８０％減。ですから、

だいたい今までの平均的な利用人員からいくと２０％しか使われなかった。使われなかったとい

うか使えないというような、休館のお願いとかいろいろなことをしました。５月の利用者数はゼ

ロでございます。６月になってやっと自粛解除ということになりましたが、やはり新型コロナウ

イルス感染症に対する恐怖心もあり、前年度比で言いますと５０％くらい。７月、８月、９月の

３か月間を見ますと、だいたい２０％減。ですから、だいたい８０％、８割強は戻ってきている

という状況ではございます。現在、７０サークルが定期利用者として利用しております。そのほ

かににも、コミュニティ協議会とか自治会などの行事でも利用しております。新型コロナウイル

ス感染症は想定外でしたけれども、地域住民の方の交流の場として、我々は今以上に愛されるコ

ミュニティにしたいということで、管理人や我々管理者としても、そういう目標のもとに毎日努

力しております。

細かい点についてはいろいろとご質問いただきたいと思いますが、以上、簡単ではございます

けれども、どうぞよろしくお願いいたします。

（司会）申請者へのご質問等ございましたら、ご発言をお願いいたします。

（中村委員）今ほど７０サークルとお話をいただきましたけれども、年齢層的にはどのような方々



3 

でしょうか。

（坂井輪コミュニティセンター管理運営委員会）年齢層としましては、統計は取っていないので

すけれども、入館される方の姿を見ていると、だいたい６０歳代の後半から７０歳代くらい。中

には８０歳代の方もいます。そういう高齢の方の居場所の定着と、友達が来るということが高齢

者の意欲につながっていると思います。中には、杖を突いて入って来る方もいらっしゃって、ア

ルコール消毒など感染症対策をやっていただいて、活動の姿を見ると友達と会って生き生きとし

た顔に変わっています。残念ながら夜の使用は少ないのですけれども、若い方もヨガサークルな

どいろいろなサークル活動をやっております。子どもは、子ども食堂をやっていますので、その

時は小さいお子さんも活動の中に入って来るのですけれども、データを取っていませんが、９割

以上は６５歳以上、７０歳が平均ではないかと思います。

（中村委員）そうすると、若い人向けの何か事業とか、そういったものもされていらっしゃいま

すか。

（坂井輪コミュニティセンター管理運営委員会）どのようなＰＲをしているかということを申し

上げますと、一番私ども、常にしているのは、新潟日報が「るーと」というタウン情報誌を発行

しているのですけれども、これに毎月３サークル、今７０サークルありますけれども、３サーク

ルを載せてＰＲさせてもらっております。私が聞いているところでは、これを３万部くらい地域

に配っていただいているという状況でございます。そのほかに、もちろん、私ども年２回、広報

紙を発行していますので、それを通じて、サークル活動をこういう形でやっていると、ほかに入

りたい人、新しくサークル活動をされる場合も申し込んでいただければご利用いただけますとい

うことでＰＲしたり、それから、ＰＲの手段としては、年２回、利用者団体を集めて、いろいろ

な苦情や要望など情報を取りまして、それに対して回答したり、いろいろな話をするのですけれ

ども、そういうときも、地域に帰ったらこういうことで使っていただけませんかというようなこ

とをＰＲさせてもらっております。ただ、「るーと」に出したりしますと、問い合わせがきますの

で、効果があるのだなと思っております。あとは、もちろん広報紙を作った場合には、ほかのコ

ミュニティセンターとかコミュニティ協議会でもＰＲしてもらえるようにお願いして、そういう

ものを配布してＰＲさせていただいております。

（江端委員）財政的に非常にコロナ禍で苦しいのでしょうけれども、貸館の収入といいますか、

この計画を見ますと、２割ほど貸館で経費的にはあがっているのですけれども、なかなか今、高

齢者が多くなりまして、７０団体あるというサークルも、だんだん止めていくとか、そういう傾

向がなかなか多いと思いますが、そういう中で、皆さんの会則を見ましたら、専門部会というも

のを作ってありまして、総務、広報、福祉部会という専門部会で、やはり少子高齢化で今後なか

なか地域コミュニティをとるのも難しい中で、この専門部会で活動して何か成果を上げるとか、

もっとＰＲしていくとか、そういう活動状況はあるのでしょうか。

（坂井輪コミュニティセンター管理運営委員会）一応、専門部会がありますけれど、その中で福

祉部会がありまして、この部会は私たちが自主事業でやっているふれあい講演会ですとか、今ま

では囲碁の大会ですとか、そういうことを計画したりいろいろしていますが、ほかにこの専門部

会で、芸能団体とか、要するにこういうサークルをまとめてくれる部会もありますので、そうい

う人たちに、どのようにしてこれから活動を広げていこうかという話し合いはしてもらっていま

す。ただ、先ほど申し上げたように、高齢者ですので、当然、昨年、一昨年でしたか、猛暑の夏

があったのですけれども、そのときは、休むだけではなくて、サークルがどっと減ったことがあ
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りました。これではどうしようかということを心配したのですけれども、それが過ぎたら、新し

い申込が増えてきまして、最盛期には７６くらいあったのです。ところが、一旦６４、６５サー

クルくらいまで落ちたのです。これはどうなるのだろうかと思って心配したのですけれども、お

かげさまで、またぼちぼち増えてきて、７０サークルまで復活しております。ですから、専門部

会としてはいろいろとその分野のことを一生懸命やっておりますが、そういうようなものを通じ

てもＰＲしながら。それから、先ほど言いましたように、福祉部会はふれあい講演会を毎年やっ

ているのですけれども、今年はコロナでどうしようかと思ったのですけれども、一応、何とか人

員を絞ってやろうと。そういう人たちがここに来てくれると、うちでこういうことをやっており

ますということのＰＲと併せて、防犯の問題とかいろいろなこともお話をさせてもらって、我々

のコミュニティセンターを使っていただけるように、いろいろ地域にＰＲしてくださいというお

願いをしたりしております。

（江端委員）大変でしょうけれども、高齢者がだんだん増えてきますので、地域活動の活性化を

お願いしたいと思います。

（深滝委員）自主事業計画、坂井輪地区のコミュニティ活動ですね。ですから、西区コミュニテ

ィセンターの自主事業計画ではないですよね、これは。

（坂井輪コミュニティセンター管理運営委員会）あくまでもこのコミュニティセンターの自主事

業計画です。

（深滝委員）社会貢献活動も同じだと思うのですけれども、西区コミュニティセンターの立地上、

新潟大学が近いですね。

（坂井輪コミュニティセンター管理運営委員会）私のところよりは、隣の坂井輪地区のほうがず

っと近いのですけれども。

そのことで申し上げてよろしいでしょうか。私たちのところに西新潟中央病院というのでしょ

うか、昔の結核病院。そこが道路を挟んで南側にあるのです。そこから、この２年くらい前から、

看護学校があるのです。その生徒さんを、ぜひうちのほうで研修を受け入れてもらえないかとい

う要請がありました。先生が来られて、熱心で、私もいろいろと聞いて賛同しまして受け入れた

のですけれども、要は、看護学校の生徒さんというと、実習を入れているのはどうしても病院に

なってしまいますけれども、やはり病院ではなくて、元気でいろいろな活動をしている、卓球サ

ークルもありますしいろいろなサークルがあるのですけれども、そういう人たちと接触して、お

話をしたりということをして、私もそれに感激しまして、先生にそれはいい考えだからぜひいら

してくださいということで受け入れました。そうしましたら、やはり生徒さんも喜んだのですけ

れども、サークルの人も、先ほど申し上げたようにけっこう高齢者ですから、こういう若い人た

ちとお話ができる機会はあまりないので、非常に喜んでくれました。そういうことがあったので

すが、残念ながら、昨日、先生が来られまして、今年も、生徒を絞るけれども何とか受け入れて

もらえないかと。ほかのコミュニティセンター、コミュニティハウス、みんな断られたというこ

とで来られたのですが、今年についてだけは少し様子を見させてもらいたいということで、やん

わりとお断りしました。ただし、先生が、こういう元気で活動しているご老人たちの動画を撮影

したい。撮影して、それを使って、自分たちがリモート教育とかいろいろなところに使わせても

らうのは賛同してもらえますかということでしたので、これは一応、お受けしましょうという話

をしました。

あと、社会貢献の話もされましたが、もちろん、私どもの建屋の防災も兼ねて、避難訓練です
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が、これは利用している人たちも一緒にやる訓練なのですけれども、これを年２回やっていて、

あとは年１回はＡＥＤの講習会も、日赤の方が来られたりしてやっております。できるだけ地域

の方にもそういう形で公開しようということで取組んでおります。

（司会）お時間になりましたので、以上で申請者へのヒアリングを終了させていただきます。坂

井輪コミュニティセンター管理運営委員会の皆様、ありがとうございました。ご退出をお願いい

たします。

（坂井輪コミュニティセンター管理運営委員会）ありがとうございました。どうぞよろしくお願

いいたします。

―坂井輪コミュニティセンター管理運営委員会 退室―

―西内野コミュニティ協議会 入室―

（司会）これより、申請者、西内野コミュニティ協議会へのヒアリングを行います。まず代表の

方より、ごあいさつと併せて、申請にあたっての抱負やアピールをお願いいたします。よろしく

お願いいたします。

（西内野コミュニティ協議会①）西コミュニティ協議会、会長の寺瀬千恵と申します。役員改選

で、今年初めて会長となりました、１年目の新米会長です。そのために、立場が変わると見える

ところが違っていることを感じていて、事務局長や管理人におんぶにだっこというようなところ

が多いと思いながら、今日、まいりました。よろしくお願いいたします。

西内野コミュニティ協議会は、西内野小学校区１０の自治町内会があります。約３，７００世

帯の地域です。まちづくりセンターという機能も持っていますので、この西コミュニティセンタ

ーを拠点として、地域のコミュニティを作らなければならないし、作りたいと思っているところ

ですが、口で言うのは簡単ですがなかなか、ということをひしひしと感じているところです。大

勢の、それぞれ年代の違う皆さんにコミュニティセンターをどう活用していただくか、利用して

いただくかということを真剣に考えなければならないと思っているのですが、難しいことなので、

少しずつ、できる範囲のところからやっていくしかないと思ったりしているところです。残念な

がら、このコロナ禍でしたので、コミュニティセンターで開催している文化祭を、早い段階で中

止という判断をいたしました。それがよかったのかどうかというところは、これから皆さんで反

省材料として検討して前に進んでいかなければならないと思っておりますが、これまで、その文

化祭は、コミュニティセンターの定期利用団体の皆さんの発表の場というところを中心に考えた

文化祭となっておりました。昨年は、地域の住民の皆さんの作品展示に合わせて、隣に新潟市の

市立西幼稚園がありますので、ここの園児の皆さんの作品展示もお願いして、一緒に展示すると

いうような形で広がった、前進したかと思っています。その次には、今度は、隣に西内野小学校

がありますので、西内野小学校の児童、そして内野中学校も校区に入っておりますので、その皆

さんの作品もというように考えてお声がけをして、少しずつ広げていくという状態の文化祭に取

組んでいけたらいいなと思っているところです。そのためには、今のコミュニティ協議会の役員

の皆さんに、こういう形であればこのコロナ禍であってもできるのではないかというような方向、

やらないという判断ではなくて、やるにはどうしたできるかというような声や意見、いろいろな

ことを提案していただいて、さらに役員でそれを一つずつチェックをしながら開催にこぎつけら
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れればありがたいと思って、役員会の皆さんの声をというようなこと、それが役員会になると、

３０人、４０人近い人数になりますので、なかなか意見が言えなかったりということがあるかも

しれないので、含みというところで声を集めていただいて、検討に入っていきたいと考えており

ます。そういう感じで、できるだけ大勢の皆さんにコミュニティセンターに足を運んでもらう工

夫をしていきたいと思っております。

このコミュニティセンターはいざというときの避難所ということも併せ持っているわけですの

で、コミュニティセンターで避難訓練等もやっています。そういう形で、避難訓練ももう少し広

げた形、役員の皆さんには参加していただくような、そういう感じのことを考えたいと思ってい

ますし、あとはＡＥＤが設置してあります。ＡＥＤ、使わなければそれに越したことはないので

すが、いざという時、やはり少しためらったりということがあるかもしれないので、コミュニテ

ィセンターの管理人には、毎年、きちんとＡＥＤの訓練をするということを研修として、仕事だ

ということで義務付けたいと思っています。それには、部の中で防災防犯部会があります。そこ

には防災士の皆さんがおいでなので、その皆さんに協力していただくとＡＥＤの研修ができます。

今年度、その部で、女性部の皆さんを対象にＡＥＤの研修がありました。そんなときに、コミュ

ニティセンターの管理人に、これは研修です、ぜひ、受けてくださいということでお願いいたし

ました。そういう形にすれば、タイアップするということで可能かと思っております。

本当に新米なので、あれこれと、こういうことをしたい、こうだといいなという思いは私自身

はあるのですけれども、なかなかそれをどう進めていくかということがクエスチョンであったり

するところが多いのですので、コミュニティ協議会の副会長が二人いるのですが、そのうちの一

人はコミュニティセンター担当となっていますので、コミュニティセンター担当ともども、事務

局長と、管理人が４人います、４人の皆さんと意思の疎通をしっかりして、情報交換をして、コ

ミュニティセンターの管理運営に行っていきたいと思っていますので、よろしくお願いいたしま

す。

（司会）ありがとうございました。申請者へのご質問等ございましたら、お願いいたします。

（中村委員）定期的にご利用されている団体は何団体くらいあって、年齢層的にはどのような形

か教えていただけますか。

（西内野コミュニティ協議会①）管理人からお願いします。

（西内野コミュニティ協議会②）定期利用団体と呼んでいます団体は現在４２団体ありまして、

定期利用以外の団体はその数以上、５０団体以上に利用していただいていますので、トータルし

ますと約１００の利用団体から西コミュニティセンターを使っていただいている形となります。

（中村委員）年齢層的にはどうですか。

（西内野コミュニティ協議会②）私は管理人になりまして１２年目なのですけれども、１０年ほ

ど前が一番利用数が多かったのです。当時は小学校、中学校でダンスに取組みましょうというこ

とで、ヒップホップのダンスをやる団体が急激に増えた関係で、ダンスの利用としての需要が非

常に高まりました。それに伴いまして、どうしても鏡がないと練習しづらいということで、スポ

ーツミラーを毎年のように買い足しまして、今では、大きな１５０ｃｍくらいの幅があるスポー

ツミラーなのですけれども、それを１４台買いまして、いろいろな人数に応えられるようにして

きました。そのかいあって非常に喜んでいただいたのですけれども、ここ何年か前から少しずつ

ダンスの需要が減ってきている関係で、１０年ほど前よりは減ってきております。

 今年度に関しては新型コロナウイルス感染症の影響がもろにありましたので、まだコロナ以前
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の段階には戻ってきていない状態なので、これからの推移といいますか、１１月から大ホールの

天井改修工事が入ったりする関係で、なかなか全体的な需要は増やせないという感じがしている

のですけれども、今年度に入ってから多目的ルームという新しい部屋を市から用意していただい

たので、その部屋の活用をこれからいろいろ考えていって、なるべく多目的ルームを、今までの

部屋とは少し違う使い方ができますというアピールをしながら、利用率を上げられればいいと思

っています。

（中村委員）どういう形で皆さんに、例えばその多目的ルームを新設したということをお伝えし

ていますか。

（西内野コミュニティ協議会②）今のところ、コミ協だよりの中でコミュニティセンターのコー

ナーを設けていまして、そこで宣伝をしたりしていまして、あとは今まで使っていただいている

定期利用団体の方々に口コミ情報を流していただいたり、そういう形で徐々に地名度が上がって

きてはいます。これからいろいろ備品などもそろえていかなければいけませんので、これからと

いう感じです。

（深滝委員）会長さんの先ほどのお話で、非常に一生懸命取組んでいるというようなことで、大

変だなということが実感でありまして、そういう中で、利用率を上げるとか、内容的な、地域社

会貢献とかいろいろな課題を考えてやっておられるので、これを読む限り、質問事項はないなと

いう感じです。一生懸命やっておられるので。

（西内野コミュニティ協議会①）連携を密にして、これまでやってきたよかったと思えるところ

はそのまま推し進めますし、一つ一つチェックを入れながら、皆さんの声を聞いて、ここはこう

するともっとよくなるよねというような点を探しながら、改善に向かって管理運営に努めていき

たいと思っております。

（深滝委員）一つの施設ですから、財産ですから、有効に活用されて、地域が活性化するように、

また次の世代につなげていくことが理想ですから。しかし、初めての方というのは、やはり一生

懸命です。長くやっている方というのはマンネリ化していますから。

（西内野コミュニティ協議会①）それはそれなりに運営してきてもらっていてすごいなと思うと

ころはあるのですけれども、なにぶん分からないところ、本当に会長になって、今までいかに見

えていなかったのかと反省するところがたくさんあるものですから、その点を一つ一つ、ここは

どうなのだろうということを率直に事務局長や管理人に聞いて、ああ、そうなんだと自分自身で

納得をしたり、少しあれっと思うところであれば、また役員の皆さんと、女子会する、というよ

うな感じで雑談会をしたりしながら、自分で納得するという状況で進めているところです。です

から、委員の皆さん、役員の皆さんに本当に助けていただいています。これからも皆さんの声を

聞きながら進めていきたいと思っております。新米ですが、前向きに進めたいと思いますので、

よろしくお願いいたします。

（司会）ほかにございませんでしょうか。

ほかにご質問等ないようでしたら、以上で申請者へのヒアリングは終了となります。西内野コミ

ュニティ協議会の皆様、どうもありがとうございました。

（西内野コミュニティ協議会①）ありがとうございました。よろしくお願いいたします。
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―西内野コミュニティ協議会 退室―

―青山小学校区コミュニティ協議会 入室―

（司会）これより、申請者、青山小学校区コミュニティ協議会へのヒアリングを行います。まず

代表の方より、ごあいさつと併せて、申請にあたっての抱負やアピールをお願いいたします。よ

ろしくお願いいたします。

（青山小学校区コミュニティ協議会①）本日はありがとうございます。マスクを着けたままお話

させていただきますので、ご了承いただきたいと思います。

青山コミュニティハウスも、このたびの新型コロナウイルス感染症のことでいろいろありまし

たけれども、市職員の方からのご指導と、私どもの職員の方々の努力によりまして、一人の感染

者も出すことなく、本当にほっとして喜んでおります。これも皆さんからのいろいろなご指導が

あってと思っております。特に私どものところは、本当に部屋数の少ない平屋なのですけれども、

非常に地域に根差していろいろと利用していただいております。特に子育て中のお母さん方の支

援ということで、おしゃべりカフェといいまして、ゼロ歳児から、最初は５歳くらいまでの方に

来ていただいていたのですけれども、あまりにもたくさんの方においでいただいたものですから、

ゼロ歳から３歳までということで遊んでいただいております。今のところは、新型コロナウイル

ス感染症の関係で、しばらくお休みしております。

それから、高齢者の健康ということで、このたび、こちらの主催で、事業を見ながら、ダンス

を始めております。それも応募者が多いものですから、密にならないように２グループに分けて

やるようにしていただいております。

コロナの関係で４、５月は、しばらく休館させていただきました。その間、事務所はそのまま、

休館していても管理しておりますので、やはり利用者の協力金がなかなか集まりませんで、これ

からの対応について心配しておりましたけれども、行政から少し補助金をいただきまして、大変

ありがたく思っております。ありがとうございます。大変心配しておりました。

そういうことで、私ども、本当に地域に根差した喜ばれるハウス、小さいですけれども、部屋

数が足りません、これからいろいろご質問を受けると思いますけれども、皆さんにこちらから内

容、運営状況についてお渡ししてあると思いますので、その辺をご覧いただきながら、ご質問が

ありましたら事務局からご説明をさせていただきます。よろしくお願いいたします。

（司会）ありがとうございました。ご質問等、お願いいたします。

（中村委員）定期利用の団体数はどれくらいでしょうか。それから、どのような年齢層の方々が、

いまほどおしゃべりカフェの様子も聞かせていただきましたけれども、どのような年齢層の方が

多いかなど、お聞かせいただけますか。

（青山小学校区コミュニティ協議会②）団体数でございますが、今は新型コロナウイルス感染症

の関係で減ってきましたけれども、だいたい５０弱という形です。年齢層は、この新型コロナウ

イルス感染症の前は、比較的若い人からお年寄りまでいたのですけれども、それが始まってから、

やはり会場の密を避けるということから若い人たちが減ってきまして、高齢者が多いという状態

です。ただ、人数的には、どうしても心配だというようなことで、高齢者の人数そのものがやは

り減ってきているという状況となります。年齢別のパーセンテージなどは持ち合わせておりませ

んけれども、幅広い形でということで、できるだけ、若い人でも、先ほど会長からもお話があり
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ましたけれども、部屋が少ないという状況の中で、どうしても利用が、好評な部屋と、開いてい

る部屋もあるのですけれども、どうしても夜、日曜日、こういうところの利用が少なかったので

すけれども、若い人のダンスがスポットで入ってきて定期に誘い込むというようなことで、でき

るだけ利用率が上がるようにというような努力はさせていただいております。

（江端委員）青山コミュニティハウスは、以前からものすごく大勢の方が利用されていて、ほと

んど満館状態で利用されているという模範的なケースですというような話は聞いているのですけ

れども、皆さんの団体の中は、コミュニティ協議会の利用と、まったく貸館で地区外の方の利用

とがあると思うのですけれども、皆さんのほうは、主に地区外利用よりも地域のコミュニティ協

議会の関係者が多く利用されていろいろな活用をされていると聞いているのですけれども、それ

は今も、以前と変わらずそういう感じになっているのでしょうか。

（青山小学校区コミュニティ協議会②）そうです。

（江端委員）それから、地区外の方は割とキャンセルしたり活動を休止したりするわけですから、

そうすると収入的にもだいぶ減っていると思うのですけれども、皆さんの施設は木造でけっこう

古いのですね。そういう施設の修繕費とか、そういう賄い的なものにも影響が出るというような

心配はあるのでしょうか。

（青山小学校区コミュニティ協議会②）そういう部分では、１０万円以上は市でやっていただき

たいという希望がありますので、それ以内のものはできるだけ利用者にご迷惑をかけないように、

そういう申し出があれば早く修繕、手当をするというようなことをモットーにしてやっておりま

す。そういう中で、やはり利用が少なくなるということは収入が減るということで、少々不安が

ありまして、利用料も上げてはおりませんので、何とか今やりくりをしているという状況です。

（江端委員）だんだん高齢化が進むものだから、新しいサークルに来いと言ってもなかなか、逆

に、利用している方が活動を休止する、中止する、解散するというような話をよく聞くものです

から、なかなか、活動が停滞すると地域の活性化につながらないので、大勢の方が使えるような

企画立案をしていかないとだめかと思うのですけれども、その辺が、皆さんのところは模範だと

言ったのですけれども、なかなか、だんだん縮小していくのでしょうか。

（青山小学校区コミュニティ協議会②）その部分では不安が非常に強いので、先ほど会長がごあ

いさつの中で申し上げましたけれども、地域の人は健康志向が強いですから、ダンスをやりなが

ら健康増進というようなことを自主的な利用形態で展開しまして、それが内容的にも皆さんに好

評で、人数が増えて、一部屋で人数を多くするわけにもいきませんので、２部構成にしたりとい

うようなことで、週３回ほど、毎週それを入れてカバーするというようなことをやっております。

（中村委員）若い人たちに施設のことをどのような形でアピールしているのでしょうか。

（青山小学校区コミュニティ協議会②）ＰＲは、コミ協だよりに記載して町内全体に配布してＰ

Ｒしたり、区で作っていただいた利用案内、こういうものを窓口に置いて出したりというような

ことでやっております。あとは口コミでやっております。それから、中に掲示板でサークルさん

が募集的なことをたくさん張り出す専用のコーナーを作っておりまして、そういうところからＰ

Ｒをやっています。先ほども少し触れましたけれども、スポットで借りたいという申し込みがあ

って、利用されたところにはできるだけ定期に引き込むというか、そういうことを、窓口とかで

説明をしながら、少しでも若い人に、また、利用を上げたいというようなことでやっております。

（深滝委員）自主事業計画の中の（２）で、月曜日の開館と無稼働部屋を主に高齢者対象に利用

開放するというこの発想はどこからきたのか、空き部屋が多いからという発想なのか、それとも、
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そういう高齢者の方からのニーズがあるのか。この発想をお聞かせ願えますか。

（青山小学校区コミュニティ協議会①）定期のコミュニティセンターの方は曜日が決まっていま

すけれども、自治協議会、町内会の集会とかも、そういう空いたところを皆様ご利用してくださ

っています。そこしか空いていないということで。夜はちょっと使わないのですけれども。

（青山小学校区コミュニティ協議会③）たしかに、月曜日に開いているというような、最初のお

話があったのは地域の方から、どうしても月曜日はだめだということになると、ほかの日にしな

ければならない。どうしても月曜日でないと集まれないというサークルもあったりして、そうい

う方たちの要望から月曜日の開館ということを決めたらしいのです。ですから、地域の方の要望

で、最初に月曜日開館というようなことで許可をいただいてやっているわけなのですけれども、

現在のところ、そこを一応止めてというようなことは、まったく受け入れられないような、よそ

の地域の方から来るのは、おたくは月曜日にやっているようですけれども月曜日も使わせてもら

っていいのですかというようなことで紹介があったりすることも、うちの一つのＰＲできるとこ

ろではないかと。正直申し上げれば、管理人からすれば、どちらかと言うとありがた迷惑なとこ

ろではあるのですが。その日も勤めていてほかの日に休めるということではなくて、自主的に月

曜日に開いて開放するというような状況ですので、そこが売りの一つということで思っておりま

す。

（深滝委員）そういうニーズがあったということですね。要望が。

（青山小学校区コミュニティ協議会③）そういうことです。

（深滝委員）障がい者の方というのは、いろいろな障がいを持っている方が大勢いるかと思うの

ですけれども、その年間利用者というのは、どのくらいでしょうか。

（青山小学校区コミュニティ協議会②）障がい者の実質利用は、利用オッケーとは申し上げてい

ますけれども、中にはカラオケサークルで車いすを利用するというようなことはありますけれど

も、それを主体としたサークルというのはありません。

（司会）ありがとうございました。以上で申請者へのヒアリングを終了とさせていただきますが、

よろしいでしょうか。

青山小学校区コミュニティ協議会の皆様、どうもありがとうございました。

（青山小学校区コミュニティ協議会①）ありがとうございました。よろしくお願いいたします。

―青山小学校区コミュニティ協議会 退室―

―五十嵐小学校区コミュニティ協議会 入室―

（司会）これより、申請者、五十嵐小学校区コミュニティ協議会へのヒアリングを行います。ま

ず代表の方より、ごあいさつと併せて、申請にあたっての抱負やアピールをお願いいたします。

（五十嵐小学校区コミュニティ協議会①）五十嵐小学校区コミュニティ協議会の伊藤でございま

す。指定管理を受けてからほぼ６年くらいかと思うのですけれども、基本的には、コミュニティ

ハウスというのはまちづくりセンターの基本であるということで、利用率を上げることに骨を折

ってきました。それが、今回、新型コロナウイルス感染症が出たものですから、３月から自粛が

始まって、４月、５月と休館日があって、後半に向けておりますけれども、新型コロナウイルス

感染症が始まる前は５０％以上に利用率をあげておりました。これを何とか維持したいというこ
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とでいろいろなことをやっておりますので、いずれにせよ、このコミュニティハウスはまちづく

りセンターの基本、それから地域コミュニティの基本であるということをモットーとして、でき

るだけ大勢の方から利用を図っていきたいということで努力しております。よろしくお願いいた

します。

（司会）ありがとうございました。ご質問等、お願いいたします。

（中村委員）定期利用者の利用者数、利用団体数、使われている年齢層などを教えていただけま

すか。年齢層。どのくらいの方が主に使われているかを教えてください。

（五十嵐小学校区コミュニティ協議会①）だいたいうちの場合は、定期利用の方が６０団体くら

いでございます。その中で、どちらかと言えば、どこもそうだと思うのですけれども、高齢者の

方がやはり多いです。高齢者の方に利用してもらっていますけれども、利用率を上げるためには

もっと若い世代の人にも利用してもらいたいということで、我々は平成２９年から、前日利用、

当日利用の方は利用料金を半額にいたしまして、若い世代の方にも大いに利用してもらっている。

若い世代の利用率は少し上がってきましたけれども、まだまだ土曜日、日曜日の利用がなかなか

少ないものですから、その点を重点的に、利用率を上げるようにやっていきたいと思っておりま

す。

（中村委員）若い方々には、どのような手段を使って皆さんの館のアピールをされておりますか。

（五十嵐小学校区コミュニティ協議会①）毎年、１年に６回くらい広報紙を出していますから、

それについて、コミュニティ協議会の事業の分と、コミュニティハウスの分を合わせて出します

ので、その中に、利用率の関係とかそういう問題を広報紙に載せて、２２の自治会がありますの

で、全部の世帯に回覧をしてもらうということでやっております。

（中村委員）広報紙が主ですか。

（五十嵐小学校区コミュニティ協議会①）そうです。

（中村委員）初めてハウスに登録するというのはけっこう勇気がいるといいますか、きっかけが

ないと、始めてそこに入ろうというか、利用するというきっかけがつかめない感じがするのです

けれども、その辺り、少し背中を押してあげるようなきっかけづくりのようなことはされていま

すか。

（五十嵐小学校区コミュニティ協議会②）来館されて、使えるかどうか聞いてこられたときに、

お部屋が空いていればお部屋を案内して、こういう感じでほかの人たちは使っていますというよ

うな感じでご案内をさせてもらったりはしています。

（五十嵐小学校区コミュニティ協議会③）市の施設として、市の広報紙等でそれぞれ、各センタ

ーとかいろいろ年間の事業計画とか紹介されているので、それが基本的なベースになっています。

あとは、それに対してお客様のほうで、ずっと使われている方、新規に使われたい、申し込みた

いという方もあるかと思うのですけれども、そういう方については、一応、こちらに問い合わせ

をしていただいたものについては回答すると。こちらから積極的に、例えばインターネットにホ

ームページを作ったりして広報等は、まだ今のところしていないのです。これからそういう時代

になるかもしれませんけれども。そういうことで、そういう中で情報の公開等ができれば、かな

り若い方たちも、スマホでもなんでも使って簡単に予約状況を確認したり、そういう便利性のも

のは今後の課題として考えています。

（江端委員）これは、五十嵐コミュニティ協議会の、コミュニティ協議会活動としての利用者の

方は、当然、無料なのですよね。
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（五十嵐小学校区コミュニティ協議会③）そうです。

（江端委員）自治会の人たち。皆さんの五十嵐コミュニティ協議会、世帯数、人口はだいぶ多い

と思うのですけれども、その利用者の利用が、その利用で満館になっていれば一番いいのでしょ

うけれども、地域の活性化のためにはいいのでしょうけれども、当然、ガス、水道、電気、固定

費を出すためには、やはり地区外の方も利用していただかないと収入につながらないわけですか

ら、予算を見ますと、収支計画書を見ますと、１割、２割程度の収入になっているのですけれど

も、最近、なかなか利用者が減っている、これから高齢化になってくるとなおさら減る傾向には

あると思うので、その辺のところは、コミュニティ協議会の役員会等も含めて、やはり収入等に

つなげるような活動という形で、やはり今、テーマにあがるものでしょうか、そもそも、これか

らはこうしないとだめなんだというような、何か新しい生活様式といいますか、姿勢を変えてい

かないと、高齢者ばかりになってくるので、なかなか大変ですね。

（五十嵐小学校区コミュニティ協議会③）昨年の実績で、利用者様が当ハウスを使った実績は、

延べで２，３２６件あるのです。そのうち、免責、地域で使う、コミュニティ協議会活動で使っ

たのが３１８件です。ですから、２，０００件近くが有料の形で料金をいただいているという形

になっています。ただ、地域の方のご利用も、各自治会、あるいはコミュニティ協議会の年間活

動はだいたい固定していますので、新たなものがなければ、私どものところの地域として使うの

はだいたい年間２００くらい、あとは、そのほかの空いたところを利用者様の選択で使っていた

だくというような形に今後もなるのではないかと思っています。

あと、私どもで心がけたのは、一つは、利用される方が、コミュニティ協議会、使いやすいと

いうことが一番なので、新型コロナウイルス感染症のことは別としまして、この３年間の中でや

ったのは、設備的に、私どもの利用料金を活用させてもらって、Ｗｉ－Ｆｉの整備をしたり、玄

関の入り口のカーポートも作りまして、これは非常に高齢者の荒天のときの乗り降りとか、いろ

いろな場で、玄関前で行事をするときの集まりとかそういうものも非常に有効に使ってもらって

いますし、あとは大型テレビの整備も、その辺のところも、なるべく利用料金を有効に使うとい

う形の中で使わせてもらっております。

このあともう少し知恵を絞って、私どもの駐車場や何かを今借り上げているのですけれども、

これも、当然、利用料金、駐車料金をもらいながらその中で回しているのですけれども、空いた

駐車場を地域の方々に、月曜日は指定休日になっていますので、そこで何か少し広いものがある

ので、地域の方々に、私の個人的な考えなのですけれども、市場みたいなものをやったり、そう

いうところで開放したりしてやれないかという提案を持っています。ただ、問題になるのが、休

日の期間にコミュニティハウスを、例えば地域活動で使ったときにトイレや何かを貸し出ししな

くてはいけないケースが当然出てくるのです。そういうところを、市との協議になろうかと思い

ますけれども、休日にハウスを開けるということが問題として出てくるので一概に言えないので

すけれども、そういうことで、なるべく地域活動に使えるような形を考えております。

（五十嵐小学校区コミュニティ協議会①）駐車場は、我々にとっては一つの負担になっているの

です。というのは、年間１２０万円を駐車料金で持ち主に払っています。以前は、隣の土地を借

りていたときは、土地の方が非常に、固定資産税だけもらえばいいですということで、年間二十

何万円くらいしか払っていなかったのです。それが、その土地が今なくなってしまって家になっ

てしまいましたから。そうすると１２０万円の中で、全部をコミュニティ協議会で払っていると

コミュニティ協議会の自由がなくなって、できにくくなる。そこで、いろいろ考えて、利用者団
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体の方から意見を聞いて、半額くらいでしょうか、そのくらいを利用者団体から我々がもらって

収めています。基本的には、いわゆるこういう公の施設ですから、本来は駐車料金は無料のほう

がいいのでしょうけれども、なかなかそうもいかないものです。そうすると、一番の問題は、本

来的にこういう施設は、市のほうのあれだと思って、基本的には歩いてくる施設だということな

のですが、そうはいかないのです。そうすると、我々が今借りている土地がいつ立ち退きになる

か分からないのです。そうした場合に、本当に利用者がいなくなるのではないかという心配を持

っています。幸い、今のところ、地主の方から立ち退きしてくださいということはまだ言ってき

ていないのですけれども。１年契約ですから、１年契約をして、次の年になれば契約を解除しま

すと言われたらどうしようもないのです。その辺が、若干でも市から少し駐車料金の補助金をも

らうと本当に助かるのです。１２０万円というと大きいです。

（江端委員）たしかに、田舎のほうの施設、皆さん、コミュニティセンター、コミュニティハウ

スのほかにも、田舎の施設ですと公民館という形がありまして、田舎の施設というのは、割と駐

車場５０台完備とか８０台完備という形の施設規模になっていますので、今、見ますと、だんだ

ん、そういうところに行く傾向がありまして、サークルさん、貸館利用者の方が、やはり、皆さ

んから、無料で借りられる駐車場はたくさんあるというような形で田舎に行く傾向が、サークル

がどんどん右肩上がりに増えていけば、歩いて行くグループとか、自転車で行かれるグループの

方はいいけれども、若い人を全部利用する、例えばヒップホップのような人たちが、今までずっ

と新潟でやっていたのだけれども、駐車場があるから、あとは子どもさんが来ると子ども一人に

親が付いてくるわけですから、そうするとどうしても駐車場の台数がないとだめというような形

で、今、田舎のほうに来る傾向があるので、そうすると皆さんの施設がだんだん閑散化していく

のかなということがあるので、市からその辺を考えてもらって、駐車場確保、１００台確保する

ことは無理でしょうけれども、１０台前後くらいは入れるような施策を行政側も考えていただか

ないと、小さいところはなかなか現実、せつない。ただ、収支の決算だけではなくて、場所を探

すのに、利用者が歩いて１分、２分くらいのところであれば我慢できるけれども、歩いて１５分

のところに駐車場を確保してもらっても、高齢者ばかりになってしまうとなかなか来られない。

若い人はどうしても駐車場のあるほうにシフトしている傾向があるので、大いにこちらさんから

一度考えていただいて。

（地域課長）大きな課題だと考えております。

（江端委員）よろしくお願いしたいと思います。

（五十嵐小学校区コミュニティ協議会①）今、うちのコミュニティハウスの駐車場は約３０台と

なっていますが、火曜日とか金曜日の囲碁将棋などがあるときはほぼ満杯になるのです。あとは

イベントをやったりすると満杯になるので、そのときは通路を使って停めてもらって、もし邪魔

であれば動かすようにしてもらっています。そういうときでなければ、平日、普段であるとあま

り満杯にはならなくて、だいたい収まっています。約３０台停められます。それが契約解除にな

ると大変な話になってしまいます。

（江端委員）駐車場問題が課題ということで、今の若い人は全部車ですから。どこでも自由に行

けますから。公民館に公民館登録などをされると新潟中の公民館を全部使えるので、とにかく駐

車場のあるところという傾向が多いのです。ですから、その辺のところで、そうすると、駐車場

がないところはだんだん埋もれていくという可能性も、今後ますます懸念されてきます。

（五十嵐小学校区コミュニティ協議会①）年を取れば取るほど、車で来るのです。歩くことが難



14 

儀なので、みんな車で来ます。ですから、駐車場がなければ利用が半分以下になってしまうので

す。

（江端委員）課題ですね。

（司会）ご質問等、よろしいでしょうか。

以上で申請者へのヒアリングは終了となります。五十嵐小学校区コミュニティ協議会の皆様、ど

うもありがとうございました。

（五十嵐小学校区コミュニティ協議会①）ありがとうございました。よろしくお願いいたします。

―五十嵐小学校区コミュニティ協議会 退室―

８．議事 指定管理者申請者の評価について 

（３）申請者評価【非公開】 

上記のヒアリング後に各委員より全申請者に対し、評価項目ごとに評価を実施いただい

た。その結果、各委員より全申請者の全評価項目及び総合評価において「適」の評価をい

ただいた。


