【運営事業部門－１】管理運営について（平成 22 年度）
評価項目
横浜市との協働

【団体名：特定非営利活動法人 市民セクターよこはま】

当初計画・考え方

実績・成果

「市民が主体的に連携し、
地域課題の解決や １）日常的な連携・協働
理想の社会の実現に向けた実践をしつつ、
多様

自己評価・今後の展望
・
「複合協働型」市民活動総合支援拠点の管理運営

市民活動支援課とは、定期的な会議の場におけ の中心を担う市民セクターよこはまと市民活動支

な主体と協働し、
自らの力をいかしていくこと る意見交換を通して、市民活動支援センター運営 援課（NPO 法人認証業務含む）とは、相互に丁寧な
ができる」
、その環境を双方の強みを活かし合 事業の各事業の目的、成果、実施方法などについ 報告・連絡・相談をすることで、施設運営、NPO 支
って市域・区域で創っていく。そのため、共通 て、よく共有することができた。
ビジョンや各事業の目的を共有し、発信する

援、各区の支援センターの支援の方向性などにお

特に、市民活動支援課と市民セクターよこはま いて、目的の共有する、双方の役割を確認しつつ

（
「
（仮）共同宣言」の作成）
。またハード・ソ 双方に、事業ごと（運営事業全般、各区の支援セ 事業を実施するなど、協働して取り組むことがで
フトの整備を協働して行う。
「相互に相談・連 ンター、情報提供・発信、共同オフィス、人材バ きた。
絡・報告」および「組織同士の協議の場」を設 ンク）に担当者がおり、意思疎通や役割分担をし ・上記や昨年度行った協働の検証を通して、初年
定する。

やすい状況をつくることができた。

度では不十分と考えられた市民活動支援課職員と

２）NPO 認証業務における連携

支援センター職員との間で協働の意義や成果を共

22 年４月 1 日から当ビル７階で新たに始まっ 有することができた。
た NPO 法人認証業務においては、利用者にとって

双方の担当職員は、年度当初は、協働に慣れて

わかりやすく、また十分な対応ができるよう、定 いないこともあり、協働の進め方や役割分担など
期的な会議を行い、双方の役割や連携内容の確 について、不明確な部分があったが、徐々に互い
認、サイン計画、法人化した団体が受講するとよ にコツをつかんでいった。
さそうな講座等の情報を認証業務担当者から来 ・今後は事業ごとに、事業評価の手法（市民活動
訪者に紹介していただくなど、密に連携を取り合 企画アシストシート）を用い、事業実施後ではな
うことができた。
（全員会議の場を利用し、約 1 く事業企画を担当者同士が評価・議論し合うこと
時間年間６回程度連携会議を実施）

を通して、互いの力を活かし合う場面を増やす。

３）組織同士の協働の場づくり・検証

・共同宣言は作成することができなかった。22 年

市民協働推進部部長・課長・係長、市民セクタ 度に行った横浜市中期４か年計画策定や各区の支
ーよこはま理事による組織同士の意見交換を年 援センター新ガイドライン作成における議論を踏
度当初に行った。また近日、協働の検証シートを まえ、５か年中間報告に向け、今後の支援センタ
使用して相互に「協働」について振り返りを行う ーや協働のあり方を整理・共有した「
（仮）共同宣
予定である。

言」を作成し、ホームページや情報紙で公開する。

自主事業団体との
協力・調整

自主事業団体と互いの持つネットワークや １）連絡交流会の実施
これまでのノウハウなどの蓄積をよく理解し、

それぞれが実施する事業について、
「連絡交流

自主事業を行う３団体（アクションポート横 会」や、事業実施メンバーとしての参画、事業開

合意の上で企画や実施の段階から相互補完や 浜、YNP 市民放送局、市民セクターよこはま）が 催日にスタッフとして参加するなどを通して、互
信頼関係を構築する。それと共に、事業終了時 定期的に集まる場「連絡交流会」を２か月に 1 回 いに連携・協力することができた。
には、協力・調整したことで結びついた成果や 実施した。これによって、各事業の実施状況や成

特にアクションポート横浜が実施する「若者に

課題について検証する場を設け、
年度ごとに協 果を共有したり、課題に対するアイディアを出し よる市民活動の広報支援プロジェクト 若い力を
力関係の質が高まっていくようにする。

合ったり連携したりすることができた。

地域へ活かすためのモデル手法の検討と実施」

また 5 月の連絡交流会において、昨年度の自主 については、センター職員がメンバーとして参画
事業団体と振り返りを行い、その検証結果を受け し、会議のファシリテーター役を担うなど、年間
て、センター職員が自主事業に参画し、具体的役 を通じて関わりをもった。また会議等の際に、当
割を担った。

センター事業について、ＰＲの機会を得ることが

２）共同宣言の作成

できた。

事業の目的やお互いの連携・協力関係について

これは、支援センター運営事業が２年目となり

合意事項をまとめた「市民活動支援センター事業 落ち着いてきたことや、アクションポート横浜と
実施団体の協働に向けて～自主事業３団体及び の連携も２年目をむかえ、理解が進んだこと、ま
市民活動支援センターによる申し合わせ～」を作 た新たに YNP 市民放送局が加わり、多様な視点で
成し、11 月にホームページで発表した。

意見交換ができるようになったことが連携・協力

３）広報の支援

が進んだ理由として考えられる。

センターのホームページ内に自主事業団体お

今後は、引き続き連絡交流会や広報の相互協力、

よび事業の紹介と団体ホームページにリンクす イベント開催時のスタッフ参加などを実施し、こ
る専用ページを設けた。また郵送物に当該事業の れまでに以上に、それぞれが持つ経験や知見を出
関係チラシを同封する、メルマガで情報発信する し合えるようにする。
などの支援を行った。

また「共同宣言」は、市民活動団体同士の協働

また、情報紙 animato で各号に「自主事業コー 協定とも言えるものであり、先駆的取組でもある
ナー」を設け、その活用方法について、自主事業 ので十分に協議して、23 年度版を作成する。
連絡会で、意見交換しながら進めることができ
た。一方で記事内容確認において互いに齟齬があ
り、記事訂正に至ってしまった。今後については
記事の確定について互いに最終確認を必ず行う。

４）事業等における具体的な相互協力
各団体が行う事業に相互に参加する、プロジェ
クトメンバーに加わるなど、事業実施面において
も協力しあうことができた。
職員の確保及び育 1）職員の確保
成

１）職員の確保

１）職員の確保

現場性に立った事業を行っていくため、
法人 ・事業企画や実施への当法人理事・運営委員の関 ・支援センターの業務を円滑に実施するための職
本体同様、現場から参画する理事・運営委員４ わりについては、22 年度から募集を開始した支援 員は、人数・質ともに適正に確保できた。
名が事業企画や実施に関わっていく。

センター自主事業「地域づくり大学校」への参画 ・懸案であったベテランおよび中堅職員の不足に

新規職員は、仕事の基礎力を見る手段とし が主になった。

ついて、大幅に改善を図ることができた。

て、文章をまとめる力や書く力、チームで仕事 ・現場性に立った事業を行っていくために、現場 ・23 年 4 月より月に一度市民活動の現場を持つ担
を進める力などを重視して採用する。
非常勤職 当事者（各区の支援センター支援ではその職員、 当理事を交えて、全員会議を開催することにより、
員は各分野の市民活動実践者を優先的に採用 情報紙企画会では市民活動団体など）が参画して さらに、現場性と利用者視点に立った事業展開と
し、現場視点の事業企画や実施、各分野のネッ 検討する体制をとることができた。

なるよう図っていく。

トワーク充実や専門相談にも応えられる体制 ・22 年３月に行った新規職員採用試験で、常勤職 ・各区の市民活動支援センター勤務経験があり、
づくりにつなげていく。

員１名を採用した。左記に加え、自分の魅力（相 かつ窓口相談の経験値の高い非常勤職員を補充す
対したときの感じのよさ、誠実さ、熱心さ、オリ ることで、各区の支援センターへの支援および相
ジナリティなど）を表現できているかどうかの評 談業務のさらなる充実を図る。
価を行い、５月より常勤職員（管理職以外）４名 ・インターンについては、積極的に受け入れてい
体制が確立できた。
・４月より法人本体のベテラン職員を（現在育児
中のため、短時間勤務）非常勤職員としてセン
ター職員に配置転換した。
さらに８月に、21 年 11 月に採用した職員から
子どもにかかわる活動現場で働きたい旨の申し
出があったため、関連団体への移籍を行った。そ
のことに伴い、９月に法人本体の中堅職員をセン
ター職員に配置転換した。

く。

・インターンを積極的に受け入れ、互いに良い刺
激を受けるとともに、業務の補佐としてよい働き
をしていただいた。
（ＮＰＯサポートセンター１
人、iSB 公共未来塾６人、岩崎学園３人）
２）職員の育成

２）職員の育成

２）職員の育成

当事者とできるだけ会い、現場活動者と話 ・職員として必要な当事者性・現場性・相互性な ・100 ゲンバ訪問・全員会議での内部研修・積極的
し、その場所で感じた感覚を大事にすること どを身につけるため、今年度も 100 ゲンバ訪問に な外部研修への参加により、センター職員として
で、
当事者の視点に立った支援や共感に基づい 力を注ぎ、達成した。この取り組みにより、現場 ふさわしい技量が身につきつつある。
た団体支援が具体的にできるようになる。
また から学ぶ、互いに学び合うことの豊かさを職員は ・団体支援や各区の支援センターとの相互支援を
様々な考え方を持つ活動団体や異なるセク

実感しており、幅広い団体との連携がとれるよう より質高く行うために、100 ゲンバ訪問を実施す

ターに属する個人や組織に対して、
対話の場を になった。
コーディネートできる職員を育成していく。

る。さまざまな団体等が主催する各分野のイベン

・日常業務のＰＤＣＡの要の会議として、管理 ト・セミナーに全職員が年６回以上参加し、全員
職・常勤職員・非常勤職員全員が参画して行う全 会議等でレポートを発表し合うしくみを始める。
員会議を月２回（４時間×２）定例で行った。運 （職員数 15 人×６＝90 レポート）
営のさまざまな課題について全員で協議し、決定
し、実行することができた。

このことにより、現在この横浜にどのような社
会的課題があり、そこに各団体がどう取り組んで

また本年度は、共有検討事項１時間、テーマ研 いるのかを職員全員で共有化し、横浜の市民活動
修２時間、作業１時間を基本として行った。

全体を概観できる視点を身につけるとともに、的

特に作業は、センター内の整理整頓、不用書類 確なコーディネートを行うための糧とする。また
等の分別処理、機材・備品・植栽の手入れなどを 次の支援センターのあり方などの議論に活かして
全員で行うことで、センター内の備品や消耗品を いく。
丁寧に取扱い、最善の状態での活用を図るととも
に、センター内の美観を保つ意識づけにつながっ
た。
・上記全員研修のほかに、積極的に内部・外部研 ・視察の成果を分析整理し、23 年度事業に取り入
修・イベントに参加した。

れる。情報の企画会議、ライブラリーの整備やフ

・８月に京都市民活動総合センター・大阪ボラン ァイルを置く団体の公募、地域活動支援のための
ティア協会・岡山ゆうあいセンターなどの先進セ 調査・相談事業、助成金情報の収集・イベント企
ンター視察を行った。

画内容など。

・相談内容を分析し、窓口相談を受ける際に便利 ・内部研修および外部研修を組み合わせて、全職
な窓口相談ツール（仮称・試作版）は、成果物に 員に対して体系的な研修を計画的に実施してい
より、職員全員の支援スキル向上をめざすことに く。NPO 支援機関のプロとして、市民活動のマネジ
加え、作成プロジェクトに関わる職員のスキル

メント支援ができることや、さまざまな相談ニー

アップにもつなげることができた。

ズに対応できるスキルを身に着けること、組織の
一員としてチームで仕事をしていくことや、現場
活動者や他のセクターで働く人との良い関係づく
りができること、などを目標に、毎年ステップア
ップし、３年後には全員が市民活動・地域活動へ
の高い支援スキルをもった職員集団となっている
ことをめざす。
また、現在作成中の支援ツールは、成果物によ
り職員全員の支援スキル向上をめざすことに加
え、作成にかかわる職員のスキルアップも図って
いる。

予算

１）特徴

１）特徴

１）特徴

人件費について、100 団体訪問、各区の支援 ・100 ゲンバ訪問は、支援センター運営の基盤と ・経費執行は適正に行うことができた。
センター相互支援、
４Ｆ受付設置を可能とする なるものであり、今年度も、幅広い団体との関係 ・100 ゲンバ訪問は団体主催イベント参加 90 回以
ため、
職員は、
管理職２名常勤職員４名の６名、 づくりに向け積極的に取り組み、達成した。

上を目標に、23 年度も積極的に取り組む。

非常勤職員は、
午後のシフトについて２名体制 ・各区の支援センターの支援については、方面別 ・各区の支援センターとの関係づくりのための訪
とする、予算立てとした。

連絡会やセンターまつりなどへは積極的に参加 問は、重点モデル区を３区程度設け、しっかりと

また月２回全員会議を行う予算を計上した。 したものの、日常のつながりづくりについては、 した信頼関係を積み上げていく予算とする。
また、
各区の支援センター訪問や 100 団体訪問 力の入れどころが分散してしまった。
の交通費を計上した。

・４Ｆ受付設置のための非常勤職員の午後のシフ
ト２名体制や全員会議は有効に機能した。
特に 21 年度は、４F 受付設置による常勤職員の
窓口サポートにより、常勤職員の事務効率が低下
していたが、
22 年度は事務補助と窓口対応を兼務
する非常勤職員の採用により、常勤職員の事務効

率を回復することができた。
（財源は主に常勤職
員の超過勤務を減じた分で捻出）
２）経費削減

２）経費削減

・電話にかかる経費をさらに削減するため、NTT ・21 年度決算を経験したことで、経費節減のポイ
に相談し、割引制度の活用の提案を受けた。結果 ントやサービス向上に結びつく経費の使い方につ
として、月々50000 円程度かかっていた料金を いて見えるようになり、様々な取り組みを行い、
40000 円程度に削減することができた。

成果をあげることができた。

・インターネットにかかる経費をさらに削減する ・民間ＮＰＯが運営を担うセンターとして、23 年
ため、
プロバイダ契約内容を見直し、
月平均 20000 度も引き続き、知恵と工夫で問題の当事者や市民
円程度かかっていた料金を 3000 円程度に削減す 活動団体両者の視点に立った、現場性の高い、相
ることができた。この差額で、有線・無線ランの 互に力を高め合うための予算立てを行い、経費節
容量を増やす工事を行い、パソコン教室など、一 減に努めていく。
斉にインターネットを使うような場合でも、スム
ーズに利用ができるようサービスを改善するこ
とができた。
・大きな支出となるコピー用紙は、質と再生率
（70％）を確保したうえで、さらに安く納入して
くれる事業者から購入するとともに、使用枚数の
削減を図った。
・事務消耗品等の経費をさらに削減するため、
倉庫・事務所内・机の引き出しの中の整理整頓を
行い、今ある消耗品を総務が詳細に把握したうえ
で、注文を総務に 1 本化することで、事務消耗品
の有効活用を図るとともに、事務効率を高めた。
このことにより、月々50000 円程度かかってい
た事務消耗品等の経費を20000円程度に抑えるこ
とができた。この差額で大変汚損が目立っていた
セミナールームの椅子について、新しいものに交
換し、利用者サービスにつなげることができた。

・度々紙詰りをおこしていた紙折り機について
は、リソグラフのインクを定期購入することによ
り、納品の際のついでにメンテナンスサービスを
受けることができるようになった。これにより、
修理費の節約と利用者サービスを向上すること
ができた。
３）受益者負担
主催研修は、その内容に応じ参加費（500 円～

３）受益者負担
受益者負担の考え方を取り入れたことで、実施

3000 円程度）をいただくことで、学び意欲の高い するセンター職員・講師にも緊張感が生まれ、事
受講者を集めることができた。また 30 万円程度 業の質向上に役立った。
を戻入することができた。

今後も主催研修については、きちんとセグメン
トを行い、対象にあった水準の高い講義内容とす
ることで、受講者の満足度を高めると共に、参加
しやすい額と内容に見合った額、両方のバランス
を考え受益者負担額を設定する。

事務管理や危機管 １）庶務・労務・経理などの事務管理
理

当法人の規定類や業務マニュアルについて

１）庶務・労務・経理などの事務管理

１）庶務・労務・経理などの事務管理

21 年度は業務管理を日報で行っていたが、22

・5 月に総務スキルのある職員を採用したことで

は、必要に応じて修正を加え、管理体制を確立 年度はグーグルカレンダーという無料のスケジ

飛躍的に事務管理・施設管理の質が向上し、庶務・

する。

ュール管理ソフトを使って、常勤職員および事務

労務・経理の管理体制は、概ね確立することがで

補助を行う非常勤職員の業務内容・予定を管理し

きた。

た。このことによりリアルタイムで職員の業務の ・一部法人本体に依存していた経理処理について、
把握ができるようになり、進捗管理が行いやすく

23 年度はさらに自立的に行う。

なった。

・今後は、業務の進捗管理・労務管理にも、いっ

またこれにともない、職員の残業・出張の管理 そう力を入れていく。特に、年間カレンダーを作
について、日報による事後管理ではなく、各命令 成し、年４回など定期的に横浜市内全 NPO 法人に
簿による事前申請の徹底を図った。

発送する日を定め、これに合わせ、広報紙・主催

加えて事務補助を行う非常勤職員を採用する 事業チラシなどを作成することで、早め・前倒し
ことで、超過勤務を大幅に改善することができ の業務進捗を図っていく。
た。
（21 年度平均月 30 時間程度→22 年度平均月

10 時間程度）
これにより、36 協定を順守することができるよ
うになった。
（36 協定：残業は１日３時間まで、
月 36 時間まで）
支出については、1000 円以上のすべての支出に
ついて、原則起案をすることとし、支出管理を徹
底した。
２）個人情報保護について
個人情報保護は、当法人の規定に基づき、業

２）個人情報保護について

２）個人情報保護について

22 年度も、個人情報保護の研修を２回実施し ・グループ化すれば、個別のメールアドレスは表

務を行う。その後、支援センター運営業務の経 た。全員参加で、個人情報・機密情報の認識確認、 示されないという思い込みから（実際には本文中
験を踏まえて、
マニュアルやチェックシートの 漏洩リスクの洗い出しを行い、チェックシートを の最後に表示されてしまう）事故を防ぐことがで
見直しを行う。

更新した。

きなかった。メールを使う際の漏洩リスクについ

・個人情報を含む情報をメール・FAX・郵送など て洗い出しが不足していた。
で送る際にはダブルチェックすることを徹底し ・漏洩リスクの再度の洗い出しを含め、マニュア
た。

ルやチェックシートの見直しを全職員で行い、個

・研修参加者をグループ化して、同じ内容のメー 人情報の取り扱いについて意識を高める。
ルを送る際に、誤って BCC 設定にせず、参加者の ・はじめて使うメール機能については、特に慎重
メールアドレスが互いにわかってしまうという に取り扱うことを確認する。
漏洩事故を起こした。

・個人情報に関わる作業はダブルチェックを行う

対策としてグループ化して送る場合にはグル ことを再度徹底する。
ープ名に【BCC 確認 ○○・・
（タイトル）
】とつ ・全員会議の場などを通じて、気になることは相
ける、必ずダブルチェックしてから送るなどの改 互に注意し合える職員の関係づくりを行う。
善を行った。

・ミスの起こりにくい業務・労務管理に努め、事
故を防止する。

３）事故防止・発生の対応等の危機管理

３）事故防止・発生の対応等の危機管理

３）事故防止・発生の対応等の危機管理

（安全管理）

（安全管理）

（安全管理）

利用者の安心・安全を確保するため、日常の ・9 月：クリーンセンタービルの総合管理を担う

緊急時の対応が可能な管理運営体制を概ね確立

事故や、地震や火事などに備えて、安全管理を 横浜市資源循環公社主催の避難訓練に参加、

することができた。

徹底する。概ね月２回開かれている全員会議 ・10 月：消防班組織改定と役割分担確認

・全員会議の場を利用し計画的に事故防止・発生

で、必要に応じて研修を行う。2010 年度は、 ・2 月：AED 研修を含む救命救急講習（講師：消

対応のシミュレーションを行い、その実施の様子

春に避難訓練、秋には消火訓練を実施する。ま 防署職員）実技を含む 3 時間コースを受講、9 名

や成果を随時館内掲示やホームページで見える化

た、防災マニュアルの更新も随時行っていく。 が普通救命講習終了証を取得

する。

・3 月：防犯に対する講義と実地訓練（講師：神

４月：ヒヤリハット事例の洗い出し・館内危険個

奈川県暮らし安全指導員）を実施した。その際不

所・改善箇所チェックを行い、館内見周りルート

審者侵入の対応について、修正が必要な箇所の指

とチェックポイント・時間について検討する。

摘を受け、マニュアルの見直しを行った。

５月：個人情報取り扱いマニュアルの更新作業を
全員で行う。
６月： 総合管理を担う資源循環公社と大規模地震
や火災の際の連絡・消火・誘導について、詳細な
確認を行い、役割分担を明確にする。
７月：上記役割を実際に担えるように、センター
として実地訓練を実施する。
（例・地震の際の避難
場所へ実際に行く、消防署員を講師に消火栓によ
る消火訓練、避難袋セット訓練など）
９月：資源循環公社実施の避難訓練に参加し、連
絡班、消火班、誘導班などに分かれ、館全体の中
での役割を実践する。
10 月：危機管理マニュアルを全員で更新する。
11 月：心肺蘇生法と AED の併用による蘇生法につ
いて、反復訓練を行い、職員全員が完全にマスタ
ーすることをめざす。
※ 共同オフィス入居団体である NPO 法人ウオー
ターリスクマネジメントへ蘇生法の訓練を依

頼する。
２月：１年間の事故防止・発生時対応研修につい
て振り返り、センター職員として安全管理・危機
管理についての使命と意識を共有する。
（事故）
・情報発信に関わる事故が５件と多く発生した。

（事故）
あってはならない事故が８件もあり、事故を未

・事故が起こった際にはすぐ管理者へ報告、事故

然に防ぐしくみが事前には確立されていなかった

報告書をまとめ、市民活動支援課と協議した上

と反省している。

で、改善策がシステムとして機能するようチェッ

・現在は一つひとつの失敗をもとに、メールマガ

ク表をつくる、手順表を書き換えるなどの工夫を

ジン発行手順およびチェック表の更新、一括登録

行い、再発防止に努めた。

でメール送信する場合のダブルチェックを徹底な

事故報告書提出案件

ど、システム化しており、同じ原因での事故は再

① 貸しロッカー鍵の紛失 （４月）
※貸しロッカーの鍵については、当該ロッカーの
鍵を取り換え、鍵保管ボードのフックをはずれに

発防止できている。
・事故ゼロをめざす。
どのような事故でも、市民活動支援課に即時に

くい形状のフックに改善した。

報告し、すべての業務に優先させて、事故処理を

② セミナー参加者約 20 名を一括登録し、お知

行い、改善策を皆で検討・システム化していくこ

らせのメールを BCC で送信すべきところ、
TO で送

とで、再発防止への意識を高めていく。

信。
（５月）※対応は７ページに記載
③ ５Ｆ入口電子錠 施錠ミス（７月）
※電子錠施錠ミスについてはなぜ起こったか現
場検証し、ドアが電子錠とずれて閉まる場合があ
ることがわかり、蝶番に油をさすことで解決し
た。また念のため、施錠音だけの耳での確認では
なく、物理的に手でドアを押して、施錠を確認す
る手順を行うことを全員で確認した。
④電子メールマガジンの情報掲載の誤りについ
て（共催団体を主催団体で誤記載）
（８月）
※メールマガジン掲載情報の誤りについては、
掲

載依頼原稿との突き合わせだけでなく、
主催者団
体ホームページなどの情報元情報とメールマガ
ジン原稿の突き合わせを行うことをチェック表
に組み込んだ。
⑤シフト失念（1 名体制 20 分）
（９月）
※シフト失念については、
定常的でない勤務の場
合、今後も起こり得ることなので、早番シフトを
２名から４名体制（土曜・日曜・祝日は３名体制）
とし、事故が発生しても、必ず２名以上の体制が
とれるようにシフト体制の変更を行った。
⑥情報紙における掲載団体への未確認掲載につ
いて（自主事業団体の事業紹介の最終確認ミス）
（11 月）※対応は２ページに記載
⑦電子メールマガジンの掲載情報の誤りについ
て（構成団体の誤記載）
（２月）
※メールマガジンの構成団体誤記載については、
構成団体の１つのホームページ情報が更新され
ていなかったため起きてしまった。
イベント公式
ホームページで確認するようチェック表を更新
した。
⑧電子メールマガジンの軽微な文字化け
※メールマガジンの配信システムの問題で、
相当
数の記号や文字について、
文字化けを起こすこと
がわかった。リスト化し、ダブルチェックするこ
とで再発を防止している。

その他特記事項

１）施設管理事業
市民活動を実施するための、
場所や機材を利

１） 施設管理業務
施設管理事業については、センターの居心地・

１） 施設管理業務
利用者アンケートの結果や、利用者の増加から

用者の目線にたって、提供する。また４階、５ 使い心地をさらに良くしていく方向性を全員会 みても、成果が出始めていると考える。
階窓口とも、
入館証を媒介としたコミュニケー 議で確認し、職員全員で取り組んだ。
ションで、
日常的に利用者の声を聞く場となっ
ているので、さらに利用者にとって、より快適
で、使いやすい場となるように、利用者意見交
換会などを実施する。

目標達成度

目標

目標

（年間来館者数）

（年間来館者数）

・ 年間来館者数・・・年間 46000 人（21 年度
42300 人）

ミーティングスペース等の利用者数はワーク

21 年度 42300 人 22 年度 46000 人（見込み）と

ショップ広場の利用と併せ、前年同月比をほとん 順調に来館者数は増えており、年間来場者数 46000
どの月で上回っており、賑わいのあるセンターが 人を達成できる見込みである。
（２月度時点 42500
実現しつつある。特に土曜日については、さまざ 人）
まな外国につながる人たちの団体や当事者活動 ・23 年度は 50000 人を目標にする。
を行う利用者で、全室・全フロア賑わっている。 ・プロジェクター等の貸出し備品の充実と、机・
ただし、貸し会議室全体の稼働率は、81.5％と 椅子の仕様を向上させる。また簡単に申し込め、
比較的高いが、内部打ち合わせが約８割を占めて 抽選に来館する必要もない「抽選予約の方法」を
いる。

ＮＰＯ法人等に周知し、外部向けセミナー等の会
場としても利用しやすい環境を整備していく。

（機材・空間）

（機材・空間）

・毎月５日・１５日・２５日は、貸出備品・消耗 ・点検表については、非常に機能し、利用者の
品などのメンテナンス日と決め、品目をリストア 機材備品の使いやすさは、向上したと思われる。
ップし、点検表を貼り出した。５の付く日の午後 ・観葉植物についても、潤いのある空間づくり
勤務の非常勤職員が作業し、点検表にサインとい に役立っていると思われる。
うしくみが機能し、キッズスペースのおもちゃ、 ・市民活動団体のさまざまな発信の基地として
貸出機材、ホワイトボードマーカーやイレーザー 良好な環境・機材を提供していく。
などが、常に清潔で使い心地よく整備できてい
る。

・観葉植物を大小取り混ぜ、４Ｆ５Ｆ併せて 20
鉢程度置き、爽やかな空間となるよう心がけた。
（入館証方式）
日常的なコミュニケーションの媒介となって
いる。防犯訓練の講師からも、犯罪抑制効果が

（入館証方式）
導入当初は一部から不評であったが“安全”な
安心感のある管理体制として定着しつつある。

高いという評価があった。
（施設管理業務における危機管理）
・ 施設管理業務について危機管理を徹底し、
無事故達成

（施設管理業務における危機管理）
怪我などにつながる事故はなかったが、４F 床

（施設管理業務における危機管理）
4Ｆにも受付を置くことや、職員一人ひとりが危

面のコンセントボックスにつまずくヒヤリハッ 機管理の意識をもちながら勤務していることで、
ト事例を職員が目撃し、改善工事を行った。

危機管理力は、向上してきたと考える。
また入館証方式により安心できる環境というこ
とがアピールできている。

（接遇力アップ）
・ 施設管理業務について危機管理を徹底し、
無事故達成

（接遇力アップ）
11 月に行った来館者対象のアンケートでは、接

（接遇力アップ）
４Ｆ受付では、一人ひとりに笑顔であいさつす

遇に関する総合評価は５点満点の 3.9 点であっ るなど、入館証を媒介としたコミュニケーション

・ 接客のプロとしての接遇力を身につける。 た。
（前年度 3.5 点）

に努めた。アンケートでも比較的良い評価を受け

職員は、親しみやすい対応を心掛けるようにし ることができた。
ている。

・接遇研修を実施するとともに、本年度も秋に来
館者アンケートで、利用者から評価を受け、総合
評価 4.3 以上を目指す。

２）場の提供

２）場の提供

・
「ワークショップ広場」の積極的なご案内と （ワークショップ広場）
活用

ワークショップ広場の利用のご案内は、情報紙
animato(３月発行春号)で行ったほか、ギャラ
リー利用と併せ、館内掲示でＰＲした。現在の月

２）場の提供
（ワークショップ広場）
ワークショップ広場やギャラリーの利用は、ま
だ十分とは言えない。
新しく整備したこれらの機能についてＰＲに努

平均利用は８件程度であるが、イベント開催に使 め、年間来館者 50000 人を達成したい。
用されるため、来場者数増につながっている。
（ニーズ調査）
11 月に利用者アンケートを実施した。利用者の

（ニーズ調査）
アンケートでは、利用者からの率直な評価を記

評価が高かった項目のベスト８は、①立地条件② 入いただき、励みにもなり、改善点の発見にもな
利用料が無料③予約なしで使えるスペース④利 った。
用しやすい開館時間⑤設備・備品が充実⑥活動拠 ・アンケートを実施し、いただいたご希望や要望
点として使える⑦職員の対応がよい⑧居心地の などは可能な限りすぐに業務改善につなげ、次年
良い空間
自由記述欄には、
・整理整頓されている、清潔である
・受付の笑顔、
・対応が親切丁寧明るい
・４F に受付ができたことで、目的外の利用がな
くなった。安心して使えるようになった。
などの評価を多くいただいた。
一方で改善を希望する点・要望の代表的なもの
は以下のとおり。
① インターネットの不具合が多い。
※有線・無線ランの容量増設工事を 3 月に実施
② 部屋が暑い時がある
※西日の影響なので、遮熱カーテンを 21 年度に
設置したが、今回の要望を受け、大型扇風機を 3
月に設置

度の事業計画に活かす。

③貸しロッカーがもっと大きいとよい。
※高額な備品の購入は難しく、今のところ入れ替
え予定を組めていない
④受付が不在で誰に声をかけてよいかわからな
い時がある。
※受付が席をはずす際には、バックアップの職員
に声をかけ、来客にすぐ気づくよう注意する。ま
たもに、
「受付不在時にはお気軽にベルを！」な
ど、案内表示を立てる改善を行った。
⑤団体同士の交流が生まれるようなきっかけや
情報が欲しい。
※団体同士の交流が生まれるきっかけは、
22 年度
センター祭の開催や共同オフィスオープンミー
テの拡大版の実施、情報誌の編集会議をテーマご
とに開催し、関係団体へ参画を呼び掛けるなどの
手段を考え、事業計画に反映させた。
（利用者意見交換会）

（利用者懇談会）
1 月に開催した利用者懇談会は、パブリック・

（利用者懇談会）
日頃センターを利用している方々と、ワークシ

リレーションズの入門講座と同時開催すること ョップなどを通して、センターに期待されている
で、約 40 名の参加を得ることができた。

ことを知るとともに、参加者と職員がつながりが

このときのワークショップの中で出た要望・ア できたことは大変収穫だった。
イディアで、代表的な意見は以下のとおり。

・利用者懇談会を 1 月頃実施し、直接意見要望を
聴く機会を設ける。
・22 年度にいただいた要望・アイディアは、23 年
度以下のとおりの手段で改善する。

①団体の情報発信についての支援をさらに充実 ①団体の情報発信の支援については、ホームペー
させてほしい。

ジを改訂し、団体イベント情報がトップにくる
ようにする。

・１F エントランスの案内板の拡大により、セン
ターを会場に実施されるイベントについて、掲
示コーナーを設けるなどの支援を開始する。
②センターでどのような事業を行っているか
もっと見えるようにしてほしい。

②ホームページに事業報告・計画などを掲載する
とともに、ギャラリーが利用されていない期間
に、センター事業や自主事業の紹介パネルを展
示し、見える化を図る。

③誰にとっても使いやすい、利用するのが楽しく ③よりわかりやすい案内表示、チラシやパンフレ
なるセンター。

ットなどの紙情報の検索性の向上、共通ロゴや
キャラクターの設定による統一イメージの発
信、親しみやすい接遇、などの改善で応えてい

（ギャラリーの整備）

（ギャラリーの整備）
４Ｆには壁に向けてスポットライトを１０機
取り付け、雰囲気のあるギャラリーコーナーを整
備した。無料ということで、日頃はあまり出入り
のない大学生の団体が、平和活動のパネル展など
を開催するなど利用が相次いでいる。

（ディスカッションルームの改善）

（ディスカッションルームの改善）
ディスカッションにふさわしい空間とするた
め、既存の長机とパイプ椅子をパンフレット置き
として利用していた白い机とミーティングコー
ナーで使用していた赤い椅子に入れ替え、明るく
すっきりと設えた。
机ははじめからロの字に組んでおり、
12 名以下
の尐人数の打ち合わせに便利な設定にしている。

く。

（セミナールームの改善）
セミナールームの椅子は折りたたみパイプ椅

（セミナールームの改善）
押し上げ型ではなく、足を折りたたむ型のため、

子であったため、長く座ると疲れてしまい、セミ 体を動かす活動やワークを行うために机を一部片
ナーに向かなかった。そのため、以前戸塚の支援 付ける必要のある利用者には使いづらいものにな
センターブランチで使用されていた布張りの椅 っている。また斜めから体重をかけてしまうと、
子を洗剤で水洗いし使用してみたが、汚損しやす 机の片方の足が内側に折れこんで倒れてしまう危
い材質のため、あまり気持ちよく使用することは 険がある。
できず、比較的きれいな 36 脚を残し半数（セミ ・使用年数が長く、ガタつきがきている机につい
ナールーム１）を新しい椅子に入れ替えた。

て、押し上げ型の机に入れ替える。
昨年度行った椅子の整備と併せ、セミナールー
ム１が名実ともに、セミナーにふさわしい仕様に
なり、外部に開かれた研修等により利用しやすく
なるものと思われる。

（各種案内板の設置）

（各種案内板の設置）
１Ｆエントランスが暗かったが、資源循環公社
と電灯を増設する調整を行い、明るくなった。ま
た利用者にわかりやい、エントランスにふさわし
い案内板を設置したことで、市民活動総合支援拠
点入口が演出できた。

【運営事業部門－２】事業計画について（平成 22 年度）
評価項目
相談対応業務

【団体名：特定非営利活動法人 市民セクターよこはま】

当初計画・考え方
窓口での相談の傾向として、ボランティ

実績・成果
相談対応で最も多いのは、団体の立ち上げや、団

自己評価・今後の展望
相談の経験が積み重ねってくるにつれて、対応す

ア活動への参加希望や、団体立ち上げ相談 体運営に関する相談で、次に多いのがボランティア る際に共通して、心がけることなどが見えてきた。
の中には、その背景として生きにくさを感 活動をやってみたいなど、個人からの相談である。
じている方の割合が増えてきている。

その相談の背景には、やはり生きにくさを感じて には、管理者や他のスタッフに引き継ぐなど、セン

団体を設立した後の相談は、組織運営に いる方の割合が多かった。
関わる内容が多くなっているが、事業の質

そこで、相談対応を積み重ね、全員会議で話し合

をどう向上させていくか、また成果をどの う中で、以下のことを共有した。
ように表現していくか、などの相談もこれ ・相談内容が本当のニーズとは限らない。相談の後
から増えていくことが想定される。

また、十分な対応ができなかったと思われる場合

ろにある本当のニーズをくみ取るため、まずは来訪
しようと思ったきっかけなどについて、じっくりと
話を聴く。
・相談者が自ら原因に気づき、答えを探せるよう、
「なぜ、そうなった（そう思った）とお考えです
か？」など、適切な質問を投げかける。
・相談者や団体がめざす姿、もっている強み、これ
までのつながりなどについて教えてもらうことで、
次のステップを自ら発見するきっかけとしていた
だくとともに、前向きな気持ちで帰っていただける
ようにする。
・１回の相談で、よい結論が導き出せなかったり、
有効な情報提供ができなかったとしても、管理者や
他の職員に相談したり、情報を知っていそうな機
関・団体にアクセスするなどして、時間軸での解決
を意識して行う。
・相談内容に関することだけでなく、関連するプラ
スワン情報を提供するよう、心がける。たとえば、

ター内での連携もよりできるようになってきた。

22 年度は、次の目標を掲げ、以下のことを 団体からのご相談の場合、マネジメント講座や会計 23 年度は、次の目標を掲げ、以下のことを実施し
実施する。

講座、専門家派遣を行っている人材バンク事業のご ます。
案内を必ずする。テーマに合う助成金をご紹介す
る。同テーマの先行団体やその取り組みをご紹介す
る。

目標

目標達成度

目標

・ 相談件数：月平均 100 件（現在月 60～70 ・相談件数：月平均 63 件（1 月 80 件、2 月 90 件） ・ 相談件数：月平均 100 件
件程度）

問い合わせレベルのものも、相談受付カードに記 ・ 傾聴力や、相談者への気づきを伴う質問力、

・ 傾聴力や、相談者への気づきを伴う質問

入していたため、入力が追い付かないことがあっ 的確なコーディネート力を強化する。

力、的確なコーディネート力を強化する。

たが、年度途中から軽微な案件は直接データベー ・ 組織運営・事業運営に関するコンサルティング

・組織運営・事業運営に関するコンサルテ

スに打ち込むことにした結果、月ごとに増加傾向 機能を充実させる。

ィング機能を充実させる。

となった。

実施すること

実施したこと

実施すること

・ 相談についての専門性を磨くため、ケー ・傾聴力や、質問力、コーディネート力強化のため、 ・傾聴研修への参加（3 名以上）
スミーティングや専門書をテキストにした

全員会議でケース検討を行い、ボランティアコー ・コーチング研修への参加（3 名以上）

学びなどを定期的に実施する。

ディネーター講座などの外部講座に参加した。

・
「100 ゲンバ訪問」
（団体の活動現場への訪 ・組織運営・事業運営については、全員会議でノウ

・組織マネジメントに関する講座への参加（3 名以
上）

問や関係機関イベント等への参加）による

ハウバンクの読み合わせと改訂についての意見 ・団体活動 1 日体験（6 名以上）

情報収集および関係作りを図る。

交換を行うことで向上を図った。

・22 年度試作した相談対応ツールの改訂。

・
「課題解決ノウハウバンク事業」の活用と ・ケースミーティングとノウハウバンクをテキスト ・100 ゲンバ訪問
普及・更新

とした学びを実施した。

全職員はセンターに寄せられる情報や他の専

・ 問い合わせ・相談内容を分析し、それに ・100 ゲンバ訪問は達成したが、非常勤職員への訪

門機関の情報などの中から、環境・福祉・国際・

合わせたツールを整備する。

子育て・青尐年・男女共同参画・芸術文化・まち

問の働きかけが尐なかった。

・ 入館証を媒介とした利用者とのコミュニ ・課題解決ノウハウバンクは、団体向けと支援機関

づくり・防災・その他などのさまざまな分野をと

ケーションの向上について利用者の意見や

向けの広報チラシを作成し、横浜市内全ＮＰＯ法

り混ぜ、団体・機関主催講座に年間 6 回以上参加

施設の特性を踏まえた検証を実施する。

人、全関係機関・施設に送付した。また会計の項

し、全員会議等でレポートする。これにより外部

目について、3 月中に執筆完了の予定である。

向けの研修等を行っている団体との関係構築の

・相談内容を分析し、窓口相談を受ける際に便利な

きっかけづくり、適切なコーディネートの糧とし

窓口相談ツールを試作した。
・11 月にアンケートを実施したが、入館証について
は、特に不満の声はなかった。入館証受け渡しの

ていくとともに、各分野の取り組みを知り、横浜
市全体の市民活動の動向を把握することをめざ
す。

際の一言がやはり良いコミュニケーションにな
っている。また声かけは、防犯対策にも有効とわ
かった。
情報提供・発信業 22 年度は、以下のリニューアルを実施する。
務

目標

23 年度は以下の目標を掲げ、実施します。
目標達成度

目標

・ 新ホームページアクセス数 訪問者数 1 ・ 新ホームページアクセス数 訪問者数 1 日平均 ・ホームページの基本的な再構築が完了したので、
日平均 500 人(2011 年 3 月までに)

250 人(2011 年 3 月時点)

内容について、アクセス解析をしながら充実と更新

・ 社会的問題の解決につながる情報紙を発 ・ 市民活動の入口として、活動のきっかけにつな を行っていく。
（訪問者数１日平均 500 人）
行する。
（年 2 回×発行数 10000 部）

がるような情報紙を発行した。
（年 2 回×発行数 ・社会的課題の解決や、団体の運営力向上のための
10000 部）

記事を掲載した情報誌 animato を年３回発行する。

・社会的問題の解決につながる情報誌の企画会議を ・
「100 ゲンバ訪問」の内容を整理し、ライブラリ
市民・行政・企業の各セクターからメンバーを集め ー等で紹介し、一部については、情報紙・ホームペ
開催した。
（23 年度準備のため）

ージで紹介していくことで、情報に連動性を持たせ
る。
・今までの情報提供・発信業務を見直し、戦略的に
事業を行うことのできる体制づくりを行う。具体的
には、①現在の情報収集・発信業務を洗出し、②ニ
ーズを把握したうえで、③センターとして収集・発
信すべき情報を整理し、④実際に実行するための仕
組みづくりを行います。

実施すること

実施したこと

実施すること

１）メールマガジン「ハマセン！」

１）メールマガジン「ハマセン！」

１）メールマガジン「ハマセン！」

・ ２週間に 1 回、さらに必要に応じてメー ・ ２週間に 1 回、さらに必要に応じてメールマガ ・ ２週間に 1 回、さらに必要に応じてメールマガ
ルマガジンを配信する。

ジンを配信した。

ジンを配信、市民活動団体からの依頼や配架希望の

・ 市民活動団体からの依頼や配架希望のチ ・ 市民活動団体からの依頼や配架希望のチラシの チラシの抽出のみならず、テーマ設定とそれに合わ

ラシから抽出してイベント情報を配信す 抽出のみならず、テーマ設定とそれに合わせた編集 せた編集を行い、
「読めるメールマガジン」として
る。

を行い、
「読めるメールマガジン」となるよう、試 いく。
行を重ねた。

２）情報紙の発行

２）情報紙の発行

２）情報紙の発行

社会的課題やその解決に取り組む市民活 ・11 月に開催された地域デビュー応援フェアに連動 ・社会的課題やその解決に取り組む市民活動団体、
動団体、またその問題の当事者、研究者な させ新情報紙 animato 秋号を創刊し、食をテーマに またその問題の当事者など、さまざまなメンバーに
どに取材や執筆を依頼し、
「なぜその社会的 活動団体紹介を行った。

参画していただき、企画会議や編集会議を実施、社

課題が生まれるのか？本質的な原因や背景 ・3 月発行春号は、地域デビューに関わる企画第二 会的問題やその解決策の方向性を浮かびあがらせ、
は何か」まで掘り下げます。そのことによ 弾として、各区の支援センターの地域デビュー関連 記事とし、年３回発行する。
りこれから市民活動団体として、何に取り 事業とそれをきっかけに市民活動につながった事
組むべきなのか、社会全体がよくなるには、 例などを紹介した。
どういう仕組みをつくっていくことが必要 ・23 年からは、当初の予定通り、社会的課題やその
なのか、セクターを越えてそれぞれが考え 解決に取り組む市民活動団体、またその問題の当事
る機会としていくような情報誌を発行す 者などに参画を依頼し、
「なぜその社会的課題が生
る。市民活動団体のノウハウ獲得・スキル まれるのか？本質的な原因や背景は何か」まで掘り
アップにつながる情報も掲載する。

下げた内容の情報紙を発行する予定である。そのた
め 22 年度はさまざまなメンバーに参画していただ
き、準備のための企画会議を開催した。

３）広報リーフレット・利用の手引きの作 ３）広報リーフレット・利用の手引きの作成
成

・センターの機能や事業等を紹介するリーフレット

・ 支援センターの機能や事業等を紹介する を新しく作成した。
（9 月）

３）広報リーフレット・利用の手引きの作成
センターのロゴやキャラクターを活用し、一貫し
たイメージの発信を行う。また、リーフレットや手

リーフレットを作成する。

・利用の手引きはフローチャートやイラスト・図を 引きは、必要に応じて更新を行っていく。

・ 新しい「利用の手引き」を配布する。

交え、規則を伝えるのではなく、利用者目線でセン

いずれも、フローチャートやイラスト・図 ターを使いこなす手引きとなるよう全面改訂した。
を交え、利用者にとって見やすい形式にす （10 月）
る。
４）ホームページの充実
・ホームページをリニューアルし、利用者

４）ホームページの充実
ホームページは内容を精査し、わかりやすい構

４）ホームページの充実
上記と同じく、センターのロゴや、キャラクター

にとってわかりやすいページ構成にするこ 成・充実した内容となるよう検討し、業者へ変更作 を活用し、一貫したイメージの発信を行う。

とで使いやすさを向上させる。アクセス数 業を依頼し、実施した。
等を分析し、随時ページの改善を図る。

22 年度は年間 9 万件の訪問者となっているが、23

また貸室予約システムについても、受付業務を効 年度は 18 万件をめざし、団体が直接入力し情報発

・イベントの模様や日々の支援センターの 率化するために、不便な箇所について、修正を依頼 信
（管理者チェックは行う）
できるコーナーを設け、
様子を発信する、ブログを設置する。

実施した。

市民活動団体が利活用できるよう改善を図る。

５）市民活動運営ノウハウ情報の提供

５）市民活動運営ノウハウ情報の提供

・
「100 ゲンバ訪問」の訪問先や関連機関と
のリンクを強化する。
５）市民活動運営ノウハウ情報の提供
「課題解決ノウハウバンク事業」で得られ

ノウハウバンクチラシを支援組織向けと市民活

職員でプロジェクトチームをつくり、運営につい

た成果および、その更新情報について市民 動団体向けにそれぞれ作成し、送付した。工事中と てよくある相談と回答を掲載するなど、さらにわか
活動団体や支援機関の窓口スタッフにウェ なっていた会計の項目も３月中に掲載の予定であ りやすく使いやすい内容に改訂していく。
ブサイトを通して情報を提供する。

る。

６）情報ライブラリーの整備

６）ライブラリーの整備

市民活動団体から送られてくるニュースレ

センター宛てにニュースレターやチラシなどを

６）ライブラリーの整備
ＮＰＯ法人や登録団体に働きかけ、センターあて

ターや、
「100 ゲンバ訪問」で得られる情報 送付してくれる団体について、新しく団体ファイル に団体のニュースレター・チラシ・総会資料などを
等を整理し、紙媒体の情報ライブラリーを をつくった。
整備する。

送付していただけるよう依頼する。このことによ

また、市民活動にかかわるさまざまな書籍を 30 り、団体の活動のオリジナリティーがよりわかりや
冊ほど新規購入し、団体ファイルと併せ、５F に誰 すく可視化することを支援し、活動に興味を持つ人
もが利用できるライブラリーとして整備した。

に紹介しやすくする。
また、市民活動にかかわるさまざまな書籍を毎月
３～５冊ほど新規購入し、新着図書として目立つよ
うにするほか、団体発行の報告書なども、一定期間
はファイリングせずに、新着報告書として、紹介す
る。

共同オフィス事業

現在、16 団体が市民活動共同オフィスに

全般的には、さまざまな取組を、入居団体の主体

入居している。昨年度に実施した入居団体 性を活かすことで実現できた。
のニーズ調査を踏まえ、入居団体とともに

団体によって連携・交流の積極性に大きな差が生
じている。消極的な立場をとる団体に対しては、全

４，５月にかけて実施したニーズ調査（1 団体 90 体の動きに理解を示してもらい、これまでより積極

22 年度の事業計画を検討する。また、多様 分～120 分）を行い、団体の状況をよく理解できた。 的に参加してもらえるよう促していく必要がある。
な団体が認めあい、学び合える環境づくり またニーズ調査を踏まえて作成した事業計画や、連
を入居団体主体でつくりあげていけるよう 絡交流会の企画・実施において、多くの入居団体自

側面的なサポートを行う。

らが主体的に関わることで、連携や交流が進んだ。
22 年度の集大成として、
２月には入居団体が実行委
員会をつくり、共同オフィス祭を実現することがで
きた。

実施すること

実施したこと

実施すること

１）お互いの活動を知り、協働する

１）お互いの活動を知り、協働する

１）お互いの活動を知り、協働する

・ニーズ調査を整理し、活動の上での共通 ・事業計画の共同作成
課題を把握
・ランチ交流実施に関する調整

22 年４月に、
それまでに行ったニーズ調査や連絡

に１回程度開催。入居団体が企画・運営に ・ランチ交流は外に出て昼食を食べる団体が多く、
調整することが難しかった。

・入居団体同士が互いの活動を知り合うた ・連絡交流会「オープンミーテ」の実施
めの「
（仮）活動掲示板」の設置

ニーズ調査や連絡交流会での意見交換を踏まえ、

交流会での意見交換を踏まえ、全入居団体と管理運 全入居団体と管理運営団体が共同で作成する。

・
「連絡交流会（仮称）
」の開催支援（2 か月 営団体が共同で作成した。
携わる。
）

・事業計画の共同作成

・連絡交流会「オープンミーテ」の実施
入居団体間の連携交流を目的として定期開催し
ている「オープンミーテ」について、入居団体以外
の団体も参加できるようにするなどネットワーク

22 年４月から 23 年２月までの間に、事業の計画 が広がるよう調整する。実施回数は年間５回をめや
や事務連絡、団体間交流を図るための「連絡交流会」 すに、入居団体と調整して決めていく。入居 2 年目
を５回実施した。入居団体自らが企画し、運営側は の団体も多いことから、団体同士が連携し、自主
その調整を行った。

的・自立的に活動を展開できるよう側面からの支援

・活動掲示板を設置した。各団体間の情報共有がよ を行う。
り一層進んだ。
２）入居団体のネットワーク拡大および、 ２）入居団体のネットワーク拡大および、市民の市 ２）入居団体のネットワーク拡大および、市民の
市民の市民活動参加のきっかけづくり

民活動参加のきっかけづくり

市民活動参加のきっかけづくり

・入居団体の紹介パンフレットの発行

・入居団体の紹介パンフレットの発行

・入居団体の紹介パンフレットの発行

・団体情報や活動内容に関する広報支援（テ ・６月に専用のホームページを開設した。

・共同オフィスのサイトを入居団体の知恵も借り

ーマにより当センター情報紙に掲載する 支援センターのホームページ内に共同オフィスの ながら、さらに充実させていく。
等）
・各団体が持つ社会問題意識を発信するた
めの講演会・イベント等の開催支援
・相談対応や交流のコーディネートの実施

サイトを設置した。

３）主体的学びの促進とノウハウの発信

３）主体的学びの促進とノウハウの発信

・入居団体が中心となって実施する研究会 ・研究会の実施（７月 23 日、９月 17 日）
の開催支援

３）主体的学びの促進とノウハウの発信
・研究会の実施（団体と調整し決定）

共同オフィス先輩団体や他都市の共同オフィス ・共同オフィスの入居団体を中心に、幅広いメン

・入居団体が持つノウハウの発信（
「課題解 事例を学び、現在の共同オフィス事業や卒業後の展 バーで実行委員会や分科会を組織して、センター祭
決ノウハウバンク事業」と連携）

開について考える研究会を実施した。
（５団体、計 を開催する。
12 名が参加）
・共同オフィス祭の実施（２月 26 日）

特に分野を超えた団体同士が互いの活動を知り
合い、交流できる場面づくりや、企業との協働を促

入居団体が実行委員会をつくり、まずは入居団体 進させるイベントとする。
同士の活動をよくわかりあうこと、また外部に向け ・入居団体の主体的な参画を調整する。
てもＰＲすることを目的に、全団体が参加する共同
オフィス祭りを開催した。それにともなう連絡調整
や企画支援、広報などを行った。
4）その他
・管理運営団体と入居団体が協働したイベントの実
施

4）その他
23 年度は入居団体の多くが 2 年目をむかえ、24
度末の入居期間終了を意識して、団体のステップア

支援センターが実施するイベント（中高生ボラン ップが必要な時期でもある。現在の各団体の状況を
ティアプログラム、未来づくりジェネレーションな ニーズ調査などから把握し、団体の運営力向上につ
ど）の企画や実施を入居団体の協力を得て実施し ながる支援を重視し、個別に支援を行っていく。
た。
・個別相談対応
入居団体とは、顔の見える関係を築くことで、日
常的な相談対応が増えた。相談内容は、助成金情報
の提供や、申請書の書き方、団体運営に関するもの
が多かった。

（共通課題は研究会で行う）

各区の市民活動支
区版

各区の支援センターは、全 18 区に設置さ

‘各区の支援センターと当センターが相互に知

尐しずつであるが、相談支援や連携の協力の依頼

援センター事業と れた。ハードがそろった今、今後は運営の

恵を出し合う’という姿勢を持ち、研修企画会を実 が増えていることは、各区のセンターと当センター

の連携や運営支援

充実化を図るためにもソフト面の整備が必

施したり、方面別連絡会に参加したりした。これに の関係性が深まってきていることの証であり、支援

要である。そこで、現場スタッフが自ら直

よって納得感のある研修テーマの設定や、現状の各 力を認めてもらえていると考えられる。

面した地域課題に対応するスキルや知識を

区の支援センターの課題や当センターが支援する

一方で 18 区すべての支援センターと一挙に密な

身につけるため、
「各区の支援センタースタ 上での課題などが明らかになった。こうしたことが 連携をとることは難しいため、すでに日常の関係が
ッフとつくる研修」をともに企画し、実施

具体的に整理できたことは大きな成果である。

できつつある区、新規事業である地域課題解決のモ

する。また、横浜市教育委員会との協働に

デル区、近隣区などから順次信頼関係を構築してい

より市民活動に関する研修を実施する。こ

く。このモデル区に関する事業内容は、現在市民活

れらの取組みを通じて、市民活動支援課と

動支援課と調整中であるが、区内の市民活動団体や

連携し、各区の支援センターと相互に支援

地域活動に関する情報収集・関係づくりなどを行う

し合う関係づくりや運営支援のあり方をと

際に、事業費やアドバイス・現場への同行などの支

もに検討する。

援を行うなど、具体的に共に動き、かたちにしてい

実施すること

実施したこと

１）方面別担当制の継続実施、および各区 １）方面別担当制の継続実施、および各区で実施す
で実施する行事や講座に参加する。

く支援内容を考えている。
また、22 年度に行った研修企画会などで出され

る行事や講座に参加する。

た研修テーマを具体的に実施していくことや、各区

・各区の支援センターの現状と課題の把握

の支援センターの運営力の向上に関して、これまで

昨年度に引き続き、方面別のチームをつくり、方 に集めた各区の支援センターの知恵を整理し、紙面
面別の連絡会、イベント、講座などに参加し、各区 やメールで共有するなどして、
‘相互に力を活かし
の支援センターの運営上の悩みなどの現状や課題 あう’支援を全体に対して、これまで以上に進めて
の把握に努めた。
２）
「各区の支援センタースタッフとつくる ２）
「各区の支援センタースタッフとつくる研修」

いく。
具体的には研修の実施とともに以下の取組を行

研修」の実現のため、現場参画でつくる「研 の実現のため、現場参画でつくる「研修企画講座」 う。
修企画講座」を実施し、その後、現場スタ を実施し、その後、現場スタッフの主体的、かつニ ・現場参画による研修会計画の作成
ッフの主体的、かつニーズにあった研修を ーズにあった研修を実施する。

・テーマ別研究会の実施

実施する。

・各区の運営ノウハウの共有の場や機会をつくる

・研修企画会の実施（10 月 29 日、12 月 21 日）

各区の支援センターの役割、それを実現するため ・モデル区における地域課題解決支援
の職員像、必要な研修について、各区の支援セン
ター職員に参加していただき、議論し、1 月以降に

実施する研修の具体的テーマを検討した。
「事業の
評価の方法」
「生きづらさを抱える人への相談対応」
「地域特性にあわせた内容とする必要性」などの意
見が多く挙げられた。
・研修会の実施（8 月 4 日、3 月 2 日、3 月 17 日）
21 年度に行った各区の支援センター職員への訪
問調査や研修企画会で多く挙げられた研修テーマ
「ファシリテーションスキル（講師 青木将幸氏）
」
「事業評価 ※異なる講師で2回実施
（講師 IIHOE
川北秀人氏、元東京ボランティア・市民活動支援セ
ンター安藤雄太氏）
」について実施した。
３）NPO 法人化および、NPO 法人運営に関す ３）NPO 法人化および、NPO 法人運営に関する基礎
る基礎研修を実施する。

研修を実施する。
当センター窓口でも、相談の多い内容のため、プ
ロジェクトを設け、相談対応ツールを現在開発して
いる。
23 年度研修の一部に組み込んでいく。
４）その他
・各区の支援センターへの個別相談対応
講座の企画、講師紹介、事業報告書の書き方など
について相談があり、丁寧に対応した。
・にしく市民活動支援センターのイベント協力
西区の支援センターが実施するコラボフェスタ
において、企画検討、実行委員会の進め方、会場な
どについて協力、西区地域振興課の管理職も交え事
業の目的などについて活発な意見交換ができた。
・市民活動支援センター運営ガイドライン作成協力
これからの4年間を計画期間とする各区の支援セ
ンターの「運営ガイドライン」作成に協力し、市民

活動支援課との意見交換会の実施、紙面による修正
案の提出を行った。

その他特記事項

◆人材バンク事業
「アドバイザー派遣」は、講座では補い

◆人材バンク事業
会計講座に「ついては、アンケート調査の結果な

◆人材バンク事業
会計講座については高いニーズがあり、今後もバ

きれない各団体の個別ニーズに対応した制 どから 21 年度に引き続き、講座は全般的にみると ージョンアップしながら、続けていく必要がある。
度である。しかし、利用件数※が伸び悩んで 高い評価を得ることができた。

受講者の経験の違いや年間を通した学びの場の

いる。そこで、利用者がより活用しやすい

必要性、さらには現在のＮＰＯが社会的に置かれて

仕組みを検討し、PR を充実させる。
（※3 年

いる状況や財政的困難な状況を踏まえ、会計・税務

間の派遣実績：18 年度：12 件、19 年度：8

を「処理する」といった観点からだけではなく、団

件、20 年度：9 件）

体の「運営面から考える」ことにも対応した講座を
実施していく。

実施すること

実施したこと

実施すること

１）講座の実施

１）講座の実施

１）講座の実施

会計、税務、労務など NPO 実務に関する講 ①会計税務講座をパワーアップして実施

①担当税理士に伴走してもらいながら、NPO の新

座の実施

参加者数のべ 165 名、計６つのテーマに分けて実

会計基準による処理などについて、尐人数で参加

施。
（平成 2１年度は３つのテーマで実施）

者同士が学びあえるようなゼミナール形式の講

・特別企画編（11 月 18 日 12 月 17 日計２

座を４回程度開催する。

回） Ⅰ.年末調整、Ⅱ.会計はじめの一歩

②11 月くらいからは、30 名程度の集合研修を、

・連続講座編（12 月 17 日～2 月 10 日の間

メイン講師 1 人、サポート講師 1～2 名配置して

に計４回）会計業務の全体像を把握～決

行い、レベル別の講義を４回程度開催する。

算・税務申告」

講座終了後には「個別相談会」を実施する。

講座終了後には「個別相談会」を実施した。

③労務講座の実施

これにより、講義だけでは得られない、各団体の実

市民活動の労働環境を踏まえつつ、労務管理の

情に沿った相談を行う機会を提供できた。

重要性と方法を学ぶ。

②労務講座の実施（６月 18 日）参加者数 18 名

２）アドバイザー派遣制度の実施
・アドバイザー派遣制度の仕組みの検討お
よび、PR の充実化

２）アドバイザー派遣制度の実施
９団体より申請があり、専門家とのコーディネー

２）アドバイザー派遣制度の充実
各団体の実情に沿った相談を行う機会を提供す

トを実施した。

る制度で毎年一定程度の実績がある（21 年度 5 件、

・会計・税務に関する相談 ６件

22 年度９件）
。23 年度は、わかりやすいチラシを作

・労務に関する相談 ３件

成・配布し、必要な団体にサービスが届きやすくす
る（目標 10 件）
。

３）専門的知識を有する人材や組織の発掘

３）専門的知識を有する人材や組織の発掘
アドバイザー派遣や、23 年度事業の実施にむけ

３）専門的知識を有する人材や組織の発掘
中小企業診断士、税理士、社会保険労務士などの

て、講座全体のコーディネーターや講師を発掘、関 専門家との関係づくりを進め、講座の内容を共に企
係づくりを進めた。
（中小企業診断士、税理士、社 画するなどの取り組みを進める。
会保険労務士）
４）事業を通じた組織運営上のニーズの把 ４）事業を通じた組織運営上のニーズの把握およ
握および、それに基づき、必要に応じて講 び、それに基づき、必要に応じて講座を実施
座を実施
◆NPO の運営に関する講座【新規事業】
日々の窓口での相談対応や「100 ゲンバ訪

追加の講座は特に行わなかった。
◆NPO の運営に関する講座【新規事業】

◆NPO の運営に関する講座

日々の窓口での相談対応や「100 ゲンバ訪問」等

問」等から見えたニーズに応じた講座を実 から見えたニーズに応じた講座を実施した。
施する。
実施すること

実施したこと

・事業やサービスの質を市民活動らしいや ・
「継続的に資金調達できる組織をつくろう」をテ

実施すること
NPO が行う事業の運営面・企画面などについて、

り方でさらに上げていくことや、定量的な ーマに（11 月４日 11 月 17 日、12 月 10 日計３回） 一定の評価項目でチェックすることにより、事務局
表現力や社会への発信力についての学び合 実施した。
う講座の実施

今回は川北秀人氏や、ソーシャルビジネス的な発想

力や企画の精度が高まることがわかった。
また、パブリック・リレーションズの考え方を学

・ＮＰＯの運営課題（テーマ例：ＮＰＯ法 で事業を行っている NPO のほか、プロのコンサル ぶことにより、事業のプロセスデザイン、表現の統
人に必要な事務手続き、ファンドレイジン タントのアドバイスを受けながら、今後の事業展開 一性、実施前・実施後の具体的変化について検証す
グ、効果的な会議の行い方等）についての を具体的プランとして考える機会とした。
講座の実施

講座終了２ヶ月後に、懇親会を行ったところ９名

る視点、などを強めていく必要がある。
23 年度はこれら、評価と PR を軸に、講座を組み

の参加があり、互いの活動の近況について語り合 立て実施していく。
い、実地の学びと交流の機会となった。講座で学ん

だことを活かし、事業の見直しを行った団体がある
こともわかった。
◆NPO のための「課題解決ノウハウバンク」の普及 ◆NPO のための「課題解決ノウハウバンク」
と更新

当支援センターの相談対応において、団体支援に

平成 21 年度自主事業を引き継いだものである。 関する相談に応じる際は、相談窓口のパソコンを用
これまで十分ではなかった税務などのテーマにつ いて「課題解決ノウハウバンク」を使いながら対応
いて、新たに税理士の協力を得て追加作成するな するなど、使用法も慣れ、相談対応力の向上に活か
ど、コンテンツを拡充させた。その他のテーマにつ すことができた。
いても、各区の支援センター職員の声を反映して修
正するなどした。

市民活動団体だけではなく、課題解決ノウハウバ
ンクの仕組みや掲載内容が評価され、社会教育主事

教育委員会が主催する社会教育主事研究会のノ の団体支援資料の見本となるなど、尐しずつ「課題
ウハウバンクを参考にした団体支援資料を作成す 解決ノウハウバンク」の良さが評価されつつある。
るための研究会において 2 回、情報提供・アドバイ
スを行った。

今後は、掲載する項目は、ほぼすべて出揃ったた
め、窓口でよくある相談などについて職員プロジェ
クトをつくり、改訂・更新を図る。
また、市民活動団体に幅広く活用してもらうた
め、情報誌 animate で、ノウハウバンクコーナーを
毎回設け、アクセスする団体を増やす。また各区に
寄せられる市民活動に関するお問い合わせなどの
内容を調べ、よくある質問の回答事例集としても使
えるよう更新する。

◆中高生への市民活動コーディネーション
若い世代と市民活動とのマッチングを主

◆中高生への市民活動コーディネーション
パンフレットの作成、受入れ団体調査を行うとと

◆中高生への市民活動コーディネーション
個々人の特性を踏まえ丁寧なコーディネートを

に、全市的な活動を希望する生徒および、 もに、興味をもつ中学校、高校に直接 PR を行った。 することができた。一方、中学校、高校に十分な広
学校に対し実施する。市内の中学校および、 また夏の期間中の参加件数は 10 件と尐なかったが 報ができなかったため、参加者が尐なかった。
高等学校では、市民活動を授業プログラム オリエンテーション、コーディネート、体験同行、

今後は、22 年度事業の実施によって受入れ団体

に取り入れるケースもあり、昨年度は実際 ふり返りまで丁寧に行った。

との関係づくりができたこと、コーディネートする

に生徒や教員からの相談もあった。そこで、

機関・団体が県内に多くあることから、23 年度以

市民活動団体と協力・連携し、相談体制を

降は、個々には対応するが、基幹的な事業として行

整備すると共に、中高生が体験から市民活

わないこととする。

動への興味・関心を抱き、社会的課題に対
する気づきを得る機会とする。
◆市民活動フォーラムの実施【新規事業】
「100 ゲンバ訪問」を行うことで、多くの

◆市民活動フォーラムの実施【新規事業】
「NPO 進化論～動かす力が生まれるとき」を全体

◆センター祭(仮)の開催【新規事業】
分野を超えた団体同士が互いの活動を知り合い、

団体と顔の見える関係づくりができつつあ テーマに地域デビュー応援フェアに参画し、
「これ 交流できる場面づくりや、企業との協働を促進させ
る。そこで、幅広い分野の市民活動団体に からの NPO マネジメントのあり方～発展と継続を ることを目的に、センター祭（仮）を開催する。
呼びかけ、リレートーク「問題提議大会」
、 めざす」をテーマに、かものはしプロジェクト共同

実施に際しては、共同オフィスの入居団体を中心

ワークショップなどを含む「市民活動フォ 代表の村田早耶香氏、
「NPO と他のセクターとの創 に、これまで培ってきたネットワークの広がりを活
ーラム」を開催する。これにより、社会的 造的・発展的つながりの重要性」をテーマに かし、幅広いメンバーで実行委員会や分科会を組織
問題をそれぞれの市民活動団体が認識し、 Cousbland Lob 代表の野村尚克氏に講演いただい して行う。
分野を超えたつながりを持つことで、次の た。
ステップに進む機会とする。

その後 NPO と他のセクターとの創造的・発展的つな
がりの重要性・可能性として、副責任者の石井のコ
ーディネートでパネルディスカッションを行った。
社会的問題をセクターを超えてつながりを持つ
ことで、次のステップに進む可能性が拓けることを
メッセージとして発信できた。
フェアの関係から、みなとみらいクイーンズサー
クルという商業店舗複合ビル内が開催場所であっ
たが、事前申込者の 30 人の方以外に、たまたま関
心を持った買い物途中の方々なども、１F 席２F バ
ルコニー併せ 20 人程度が最後まで真剣に耳を傾け
る様子が見られ、社会貢献活動への関心の高まりを
感じることができた。

◆社会的問題解決に向けた調査研究・提案 ◆社会的問題解決に向けた調査研究・提案事業【新 ◆社会的問題解決に向けた調査研究・提案事業
事業【新規事業】
「誰もが暮らしやすい社会」を実現するた

規事業】

これまでの７回の積み上げを活かし、中間支援支

社会的課題に対して各セクターが役割を担い合 援機能をもつ NPO や支援機関とのコラボレーショ

めに、社会的課題に対して各セクターが役 うためには、支援センターがそのつなぎ役を積極的 ンで企画を考え、実施していく。尐ない人数で、参
割を担い合うためには、支援センターがそ に担う必要があることから、
「未来の社会づくりジ 加者一人ひとりが、さまざまな立場の人と深く知り
のつなぎ役を積極的に担う必要がありま ェネレーション」を４回開催した。
す。

毎回多様な主体が参加された。堅いテーマなの

合うことを重視する。
センター職員はホスト役としてその出会いをサ

22 年度は、昨年度 1 月より実施している「未 で、参加者人数は尐なめだが、前半は比較的若手に ポートする役目を担っていく。
来の社会づくりジェネレーション」を概ね よる講義、後半はじっくり議論という組み立てによ
隔月のペースで定期的に開催するほか、関 り、講師と参加者の実質の出会いの場面が生まれや
連する事業を行う NPO 団体等と連携を図る。 すく、その後の活きたネットワークにつながった。
目標

目標達成度

・参加者数…のべ参加者数 200 名以上（６ ・参加者数…のべ 140 名
回開催）

目標
・参加者数…のべ参加者数 90 名以上（３回開催）

・NPO・企業・学生・地縁組織・行政・市内施設職 ・NPO・企業・学生・地縁組織・行政・市内施設職

・NPO・企業・学生・地縁組織・行政・市内 員など多様な主体が参加

員など多様な主体が参加

施設職員など多様な主体が参加
実施すること
本事業は、社会の問題を大きく１つ１つ

実施したこと

実施すること

１回目は「伝える・伝わる・つながる。メディア ・ゲンバで活動する当事者との関わりを通じた参加

捉えていくことからはじめ、ゲンバで活動 の基本作法」と題して、フリーランスライターでか 型講座を、年３回実施します。
する当事者との関わりを通じて、ゲンバの ながわ女性会議副代表でもある片岡理知氏から「メ ・市民活動団体、行政、企業など様々なセクターに
見える化を行うことで社会の課題を捉えな ディアの基本作法」について講演をいただき、その 参加をよびかけます。
おす機会とする。

あと YOKOHAMA CHANEL CREAM の協力で、番組製 ・横浜で起きている実際の課題に焦点をあて、協働

22 年度は、さらに学び合いをステップアッ 作ワークショップを開催した。
プさせ、
「ゲンバで徹底討論」などの企画に
つなげていく。

２回めは地域デビュー応援フェアと兼ねて、コー
ズリレーテッドマーケティングの手法を拡げ、企業

（昨年度テーマ実績：第 1 回「市民活動総 と NPO をつなぐ活動を行う野村氏や、商業的性的搾
論」
、第 2 回「企業と市民活動」
、第 3 回「孤 取を防止する活動を、自ら収益事業を行うことで継
立・貧困」
）

続的に行っている村田さんの話を聞き、これからの
NPO 運営について先進事例を示した。

が進むきっかけとします。

３回目は利用者懇談会と兼ねて、
「広報セミナー
パブリックリレーションズ入門」をテーマに
（株）電通パブリックリレーションズのコミュニケ
－ションデザイン局長 花上憲司氏に講演をして
いただいた。NPO も様々なステークホルダーと良好
な関係をつくっていくこと、伝えるだけでなく、社
会全体の幅広い意見や考え方を聴き、正しく認識す
ることが求められる PR の考え方の本質をよく理解
することができ、大変好評な講演だった。
４回目は「生きづらさを考える～日本の政策動向
から、横浜の今をとらえなおす～」をテーマに
山下興一郎氏（全国社会福祉協議会）と岩永牧人氏
（NPO 法人 ユースポート横濱）をゲストに、大局
的に日本全体や横浜の今を知る機会となるはずで
あったが、３月 11 日の東日本大震災の影響で中止
を余儀なくされた。
事業は概ね実施予定時期に開催できたが、未来の社 左記については、途中で職員の移籍と配置転換が大
会づくりジェネレーションが 6 回開催予定が 4 回

きく影響している。また業務の進捗管理について、

となった。またパンフレットと利用のてびきを全面 管理者はさらに強化していく必要があると認識し
改訂したが、7 月を予定していたにも関わらず検討 ている。
に時間を要し、9 月発行となった。また情報紙
animeto の発行が夏を予定していたが秋になった。

【運営事業部門－３】次年度以降の事業実施計画（平成 22 年度）
時期

事業内容

平成 24 年度

収益事業等の実験・検証と、区の支援セン

【団体名：特定非営利活動法人 市民セクターよこはま】
実施にあたっての考え方

見込まれる成果

【事業実施4 年目】 ターを中心とした市民活動支援・協働推進
の構築
検証委員会等からアドバイスを得て、新
たな事業等を実施できないか横浜市と協議
していく。以下に、特に重点をおく事業や
新規で取り組む事業を挙げる。
A【 講座、書籍販売等による収益事業の実
施拡大と検証 】
１）講座、書籍販売等による収益事業の実 １）講座、書籍販売等による収益事業の実施拡大と １）講座、書籍販売等による収益事業の実施拡
施拡大と検証

検証
今後の支援センターの自立した運営を検討するた

大と検証
市民が担う公共を自覚し、
自律的現実的なもの

めに、横浜市と調整し、財源確保につながる事業の としていくため、受益者負担を前提とした事業を
実施と検証を行ないたいと考えている。

実施する。このことで、これからの市民活動支援

支援センターにおける基盤的な事業（情報受発信、 における行政が担うべき役割と財源的責任、市民
相談、NPO マネジメント支援、各区の支援センター支 が担うべき役割と財源的責任について検討し、新
援）以外で、市民活動支援につながる事業を受益者 しい支援センター運営の方向性を探ることがで
負担で実施し、自主財源確保の可能性を探る。

きる。また受益者負担とすることで、事業の質や
受講者の意識が高まると考えられる。

B【 各区の支援センター運営を次のステー
ジへ】
研修を実施する以外に以下の内容を行う。
１）各区が行う講座（団体支援や地域課題 １）各区が行う講座（団体支援や地域課題解決につ １）各区が行う講座（団体支援や地域課題解決
解決につながる講座）の共同実施

ながる講座）の共同実施
各区の支援センターの主体性を活かし、講座の企

につながる講座）の共同実施
各区の支援センターが協働で企画実施するこ

画力をさらにパワーアップしていくため、支援セン とで、体制的・技術的な不足を補い、よい面を活
ターや類似する講座を実施するセンターが参加し かすことができる。このことで事業の質が高まる
て、協働で講座を企画実施する。

とともに、よい意味での競争意識が働き、自律持
続的なステップアップを期待できる。

２）個別支援の強化
２）個別支援の強化

区の支援センターの機能をより発揮しやすくする

２）個別支援の強化
各区の支援センターとの実状を、
訪問調査など

ため、運営力や地域課題解決につながる講座の企画 を踏まえて把握し、個別に支援することで、各セ
力の向上のための支援を個別に行う。

ンターが単独では解決できない問題や悩んでい
る事項について、解決の道筋を探ることができ
る。またこうしたことで、問題を抱え込んでしま
わないようにする。

３）運営ノウハウ集の作成

３）運営ノウハウ集の作成
各区の支援センターの運営ノウハウを蓄積し、今

３）運営ノウハウ集の作成
23 年度に整理発信した各センターのノウハウ

後の取組に活かしていけるよう運営ノウハウを整理 を更新し、日常業務で使える冊子とすることで、
した「
（仮）運営ヒント集」を作成する。

支援センターの職員や区役所担当課とも共有す
ることができ、センター運営の体制づくりに活か
すことができる。

C【23 年度に導出・検討した事項を実践】
１）23 年度の D で導出・検討した事項を実 １）23 年度の D で導出、検討した事項を実践
践

今後の市民活動支援において重視すべきテーマに

１）23 年度の D で導出、検討した事項を実践
今後の市民活動支援や支援センター運営に必

例）

ついて、テーマを設定し、具体の問題解決につなが 要な視点を多様な機関・団体と共有することがで

・エリアマネジメント支援

るよう、特に NPO 団体・地域活動団体・企業などが きる。また試行・検証することで今後支援センタ

・地域のなかの拠点づくり支援

協働によってどのように力を活かしあうことができ ーに求められる役割、職員がもつべきスキルが明

・専門的・分野横断的な解決が必要なテー るのかを試行し、検証する。

確になる。

マ「いきづらさ」
「外国人」などに関する
市民力を生かした支援のあり方を考える
勉強会とワークショップの開催
平成 25 年度

新たな市民活動支援センター事業の始まり

【事業実施5 年目】 のための支援
企業・大学など多様なセクターとの連携
を重視し、事業の質を高めていくとともに
26 年度以降の支援センターづくりに向けて
5 年間のとりまとめを行う。
A【5 年間の成果のとりまとめ】
１）他都市支援センター先進事例、および １）他都市支援センター先進事例、および各区の支 １）他都市支援センター先進事例、および各区
各区の支援センターを訪問調査し、横浜市 援センターを訪問調査し、横浜市市民活動支援セン の支援センターを訪問調査し、横浜市市民活動
市民活動支援センターの今後のあり方を整 ターの今後のあり方を整理する。

支援センターの今後のあり方を整理する。

理する。

26 年度以降の支援センター運営の基礎資料とす

横浜独自の成果や不十分な点を確認する。また、

各区の支援センターの状況を整理することで、区ご る。また支援センター運営や市民活動支援におけ
との異なる運営状況や地域の特性を踏まえた支援の る契約のあり方や 新たなに必要となっている
あり方を把握し、これからの各区の支援センターの 事業などについて、実状を踏まえて整理すること
支援のあり方を整理する。

ができる。

２）5 年間の成果を、
「市民主体の施設運営」 ２）5 年間の成果を、
「市民主体の施設運営」に着目
に着目してまとめる。

してまとめる。
財源確保（委託費と自主財源の割合の目安など）
や民間運営の成果と課題を踏まえ、これからの自立
した市民活動支援のあり方を整理する。

B【今後の支援センターづくりに向けた市民
意見を聞くフォーラムの開催】
１）今後の支援センターづくりに向けた市 １）今後の支援センターづくりに向けた市民意見を １）今後の支援センターづくりに向けた市民意
民意見を聞くフォーラムの開催

聞くフォーラムの開催
5 年間の取組の成果と十分にできなかったことな

見を聞くフォーラムの開催
A【5 年間の成果のとりまとめ】で整理したも

どについて、市民に広く報告するとともに、今後の のに、市民の意見を反映するとともに、全国や新
支援センターのあり方について意見を集めるフォー しい動きに着目した説明をすることで、今後の支
ラムを開催する。

援センターの歩むべき方向性や、市民の役割など
について啓発的な機会とすることができる。

C【24 年度に実践した C の取組の展開】
１）24 年度に実践した C の取組の展開

１）24 年度に実践した C の取組の展開
横浜市市民活動支援センターのみならず区の支援

１）24 年度に実践した C の取組の展開
市民活動支援と支援センターの新たな方向性

センターが主体となり、実施できるよう側面的に支 や職員がもつべきスキルを共有しつつ、各区の支
援する。専門的・分野横断的なテーマに関しては、 援センターが自ら、あるいは他区の支援センター
当支援センターが独自に開催し、成果や問題解決の の力を借りながら、地域課題解決の支援を具体的
方向性を有識者の意見を交え、公開していく。そし に進めることができる。
て具体的問題解決につながるよう関係機関等と共有 また、
これからの横浜市市民活動支援センターと
する場を設ける。

各区の支援センターの役割を、実践を踏まえて明
確にすることができる。

