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会  議  録 

会 議 名 第３５回野田市市民活動支援センター運営協議会 

議 題 

（１） 市民活動支援センターの登録状況について 

（２） 市民活動支援センターの利用状況について 

（３） 助成金学習会及びパソコン学習会について 

（４） 第１回こまめカフェについて 

（５） 野田夏まつり躍り七夕について 

（６） 第４回市民活動元気アップふぇすたについて 

（７） 市民活動支援センター運営協議会委員の改選について 

（８） 令和２年度野田市市民活動団体支援補助金について 

（９） 野田市市民活動団体支援補助金審査会委員の推薦について 

日 時 令和元年１１月１８日（月）午後２時から午後４時まで 

場 所 野田市役所高層棟８階 旧レストラン会議室 

出 席 委 員 

会 長 竹澤 勇司 

副会長 立山 喜弘 

委 員 酒井 幸子、加藤 満子、岩井 勝治、北倉 恵美子 

欠 席 委 員 委 員 武智 多恵子、渡邉 勝男 

事 務 局 等 

市民生活部長 牛島 修二 

市民生活課長補佐 相塚 恒雄 

市民活動支援センター長 釜田 正雄 

コーディネーター 荒井 ハツヨ、嶋田 由花、半澤 ひとみ 

支援補助員 向佐 美知子 

議 事 
第３５回野田市市民活動支援センター運営協議会の会議の概要は、

次のとおりである。 

１ 開会 

相塚課長補佐 

  令和元年１１月１８日午後２時、開会を宣言した。会議の成立について報告した。 

会議録作成のため、録音をすることについて了解を得た。傍聴人の申出がなかった

ことを報告した。 
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２ 市民生活部長挨拶 

牛島市民生活部長 

  皆様こんにちは。第３５回市民活動支援センター運営協議会にお忙しい中、御出席

いただきまして誠にありがとうございます。本日、副市長が急な公務のため欠席でご

ざいます。また、事務局見ていただくとおり少し人数が少ない状況でございまして。

いろいろと諸事情によりまして、決して運営協議会を軽視しているものではございま

せんのでよろしくお願いいたします。センター長を中心に、本日は登録状況、あるい

は利用状況といった報告事項ということでございますので、皆様方には忌憚
き た ん

のない御

意見を頂きながら御審議いただくよう、よろしくお願いいたします。 

 

３ 議事 

(１) 市民活動支援センターの登録状況について 

  （資料（１）－１、（１）－２) 

議長（竹澤会長） 

  議題（１）について説明を求めた。 

釜田センター長 

議題（１）「市民活動支援センターの登録状況について」を説明した。 

議長（竹澤会長） 

  議題（１）について、委員に意見を求めた。 

  ≪意見無し≫ 

  意見がなければ議題（１）については了承で良いか問うた。 

  ≪意見無し⇒了承≫ 

 

 (２) 市民活動支援センターの利用状況について 

（資料（２）－１～（２）－３） 

議長(竹澤会長) 

議題（２）について説明を求めた。 

釜田センター長 

 議題（２）「市民活動支援センターの利用状況について」を説明した。 

議長(竹澤会長) 

議題（２）について、委員に意見を求めた。 
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立山副会長 

  私の方もイオンの会議室は時々利用させてもらっています。とても有り難く思って

います。特に社会福祉協議会とか公民館と行事が重なってしまうと、どうしても部屋

が空いていないということで、どうしようかと考えたときに８階かイオンのどちらか

となったときに車の便や買物の関係などでイオンがいいかということで利用していま

す。それでお伺いしますけれども、第１会議室と第２会議室とで分かれていますけれ

ども、特に第１会議室の利用が多いとか、第２会議室の方が少ないとかいうのはある

のですか。利用状況を知りたいのですが。あともう一つ、第１会議室を何回か利用し

て気になったのが、振動がどこかから響いてくる。どうにもならないのかもしれませ

んが、少し気になったので御連絡いたします。利用状況を教えてください。 

釜田センター長 

  第１会議室を先行して貸出しをして、第２が参議院選の期日前投票の後ということ

で貸出しを始めていますが、それぞれ特徴があって第１会議室はある程度部屋が大き

い。それと鏡がある。小さい方は少人数に合っているということ。ただ、欠点は上が

空いているので、室内の音楽や案内などが流れる。そういうときはどうするのか朗読

の会などに聞いてみたら、少し休憩しますと言っていました。それでも常時ではない

ので。 

それで利用状況については両方集計しています。第１の方が多くて、それは国際交

流協会さんにたくさん使っていただいているということで、利用の回数は毎週ですの

で多いです。ただ第２の方も、少人数でそんなに大きなところはいらないという形で

使っているので。多いのは第１ですが、第２も大分使っていて、１週間ごとの予約を

見ると結構埋まっています。ただ、まだ空きは有りますのでＰＲしていきたいと思い

ます。それから、会議室１の振動については、開設当初にそういった問合せがあっ

て、イオン側にも問い合わせたのですが、なかなか原因が分からない。最初は空調の

音かなとも思ったのですが、気になりだすと気になってしまう。私たちも会議で何回

か使ったのですが、全然大丈夫だよなというときもあって、多分機械の振動が伝わっ

てきているのではないかとは思うのですが、細かい原因は分かりません。全然使えな

いというほどではないと聞いていますが、気にはなっています。 

北倉委員 

  イオンの会議室の第１会議室は鏡があるのですが、カーテンがしてあってそれがフ

ック式になっている。だからあれを外そうとすると一つずつ外さないといけない。カ

ーテンレールのように簡単に動かすことができない。もしも鏡を利用した団体があっ
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て、そこが使いにくいという声があるのかなと。私などは使おうと思っていたのです

が、それがあるから面倒くさいからやめたと思ったのですけれども。せっかくの鏡が

あるのにさっと使えない。そしてさっとしまえない。そこで、どういうふうにしたら

使いやすかったですかみたいなアンケートを取ると分かるのではないかと思っていま

す。振動の件も何か感じましたかというように利用した人にアンケートを取れば、新

しい場所ですし、離れているので、年中行くわけにはいかないと思うので、そういっ

た感じで利用の不具合とか、もっと便利に使いたいという声を拾うのはどうかと思い

ました。 

釜田センター長 

  いつも利用状況は、イオンですと奇数月の１日が受付で、９時前に皆さん来るので

その前の時間と、終わってからそれぞれ感想は聞いています。カーテンについては、

ダンス系のところが使っていて特に使いにくいというのは今まで聞いていません。あ

そこは構造上、もともと鏡だけでカーテンはなかったので、顔が見えないようにでき

ないかという団体と、逆にダンス系は鏡があった方がという要望があったので、でき

るだけ安上がりにカーテンでということで対応しました。確かにスーッと動かせれば

良かったのですが、イオンの建物なので余り手を加えることができない。それで鏡の

方に吸盤を付けてやっているので、できるだけ使いやすくしたいとは思っているが、

今のところそんなに多くの意見は来ていないのですが、確認させていただきます。そ

れとアンケートについては、いつも私の方で声掛けさせていただいているのと、国際

交流協会の皆さんが日頃の点検を含めて御報告を頂いております。委員の言うように

いつも行ってというわけにはいかないので、使った後に何か不具合があれば、センタ

ーの方に言っていただければと思いますのでよろしくお願いします。 

竹澤会長 

  来所が昨年度と比較して２６件増えていますが、この２６件は登録団体なのか、そ

れとも登録団体以外の方が支援センターを知って来所したものなのか、もし分かるよ

うであれば教えてほしい。 

釜田センター長 

  基本的には登録団体です。あとはその後登録をする団体。それと市の関係部署で、

最近多いのは市の関係部署も来ています。 

酒井委員 

  イオンの会議室の件ですが、当初３年くらいで建て替えを予定しているという話を

していて、そうすると８階に食堂が再開されたり、イオンがあと２年くらいで閉鎖す
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るようなことになると国際交流協会は毎週のように週３日くらいはお借りしているの

で、活動する場所を考えなければならない。その辺のことも含めてあとどれくらいお

借りできるのか確認したい。 

釜田センター長 

  この旧レストラン会議室については、おおむね５年くらいかなという形で、当時副

市長から御説明があったと思います。その中で、ではどういう状況でというときに、

まずレストランの再開、それよりも早いかもしれないけれども、事務室のスペースが

なくなりつつあるのでどちらかということで御説明しております。そうなるにしても

あらかじめ事前にお知らせをして、そのためにイオンも借りてあるということですけ

れども、センターとしては市民活動団体の活動場所がこれだけ必要ですよ、これだけ

の利用実績がありますよということを踏まえて、もしなくなるときには代替という形

でどこか探さないといけないと考えていますので、その辺は今後の課題としては残り

ますけれども、活動の実績も増えてきているので、そのつもりでおります。イオンも

８階も受付のときに毎回ではないですが、まだ大丈夫なのか聞かれるので、事前にお

知らせをして、少なくとも代替をある程度確保して見通しをつけないとできないの

で、その辺は十分考えていきます。あとは市の使い方の動向と、イオンの建て替えや

次の展開などはもちろん企業の考えになりますが、その辺については情報を集めなが

ら、皆さんには事前にお知らせできるようにしていきたいと思っています。 

立山副会長 

  これは良いことなのか、悪い傾向なのか分かりませんが、３ページの相談件数の内

訳のところで、助成金関係とパソコンが減っていて、特に助成金が減っていますが、

これは結局市民活動支援センターの方でいろいろ活動をされて、例えば助成金の学習

講座なども開いて、だんだんそういうものが浸透して周知されてきて減ってきている

のかという感じを受けるのですが、その辺の分析はいかがでしょうか。それともう一

つ、その他が特にいろいろ含めるから多くなるのでしょうが、その他の主な内容につ

いて教えてください。 

釜田センター長 

  まず、助成金とパソコンですけれども、相談件数については今回、７月から９月の

３か月間で利用実績を御報告しておりますけれども、４月からのものと合わせると件

数的にはある程度の数字になります。ここでは１０件減っていますが、４月から６月

では逆に５件増えているので、全体としては５件の減少になります。それで、副会長

がおっしゃるように大分慣れた団体が増えてきています。不慣れな団体が少なくなっ
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ていますが、ただ、最近また増えつつあります。後から説明がありますが、市の補助

金を申請したいという団体が思っていたよりも増えたので、当然それに比例してこれ

からの相談件数は増えてくると思います。その辺もありますので、３か月だけでなく

年間を通してということを踏まえて年度末の段階で整理したいと思います。 

  それと、その他については本当にたくさんあります。上に記載してある以外のもの

だと活動場所の相談とか、チラシを置く場所とか、保険やバス、備品とか。それを活

動内容と言えばみんな言えるのですが、その辺も含めてその他の部分を分かりやすく

するためにも、令和２年度は項目を検討してみたいと思います。 

議長（竹澤会長） 

  ほかに意見がなければ議題（２）については了承で良いか問うた。 

  ≪異議無し⇒了承≫ 

 

(３) 助成金学習会及びパソコン学習会について 

（資料（３）－１、（３）－２） 

議長(竹澤会長) 

議題（３）について説明を求めた。 

嶋田コーディネーター 

 議題（３）「助成金学習会について」を説明した。 

向佐支援補助員 

  議題（３）「パソコン学習会について」を説明した。 

議長(竹澤会長) 

議題（３）について、委員に意見を求めた。 

  ≪意見無し≫ 

  意見がなければ議題（３）については了承で良いか問うた。 

  ≪意見無し⇒了承≫ 

 

(４) 第１回こまめカフェについて 

（資料（４）） 

議長(竹澤会長) 

議題（４）について説明を求めた。 

半澤コーディネーター 

 議題（４）「第１回こまめカフェについて」を説明した。 
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議長(竹澤会長) 

議題（４）について、委員に意見を求めた。 

立山副会長 

どこの団体も会員不足で悩んでいる。会員の入会をしようとしても、なかなか実際

には集まらないという悩みがある。よく知らないという部分もあるのだとは思うが、

今後、ジャンル別なのか、どうしたらいいのか分かりませんが、入会してほしいとい

う団体は一杯あると思う。そういった団体とタイアップしながらこういうことをやっ

ていけば、確実に会員が増えるような気がする。ですから１３３団体を全部やるとい

うのは大変なことですけれども、先ほど言ったようにジャンル別にやるとか方法を考

えて年に何回か機会を作っていただいて、できるだけ各団体の希望と参加者のマッチ

ングというか、そういうことができるような場を作っていただければいいと思う。 

議長（竹澤会長） 

  ほかに意見がなければ議題（２）については了承で良いか問うた。 

  ≪異議無し⇒了承≫ 

 

(５) 野田夏まつり躍り七夕について 

（資料（５）） 

議長(竹澤会長) 

議題（５）について説明を求めた。 

荒井コーディネーター 

 議題（５）「野田夏まつり躍り七夕について」を説明した。 

議長（竹澤会長） 

  議題（５）について、委員に意見を求めた。 

北倉委員 

  野田よさこい躍り協議会は５団体で形成されていて、その中心になっているのが市

民活動支援センターという理解でよろしいのですか。 

荒井コーディネーター 

  そうではなくて、七夕まつりのときに参加していただいているということです。 

釜田センター長 

  私の方で補足すると、野田夏まつり躍り七夕という市の一大行事があります。そこ

に市民活動団体を支援するセンターがあります。その中で、市民のお祭りなので市民

活動支援センターからも参加しようじゃないかということがあって、では何がいいか
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という議論がありました。実行委員の方からもそういう提案があったのですが、実際

に躍り七夕に出る団体というのはなかなか難しい。やはり躍りで盛り上げる団体はと

いうので、以前から参加していたよさこいの単体のチームがあったので、単体ではな

くよさこいのチームとして。もちろん市民活動支援センターがそこに参画というか、

参加するので募集したところ、よさこい躍り協議会が参加したいということで、飽く

までもよさこい躍り協議会が躍り七夕の参加申込みをしています。ですから事務局を

やっているとかいうことは一切なくて、飽くまでも登録団体の一つです。 

岩井委員 

  うるさいという苦情があったとの話がありましたが、それは治まりそうですか。 

釜田センター長 

  終わった後、反省会をしました。反省会は実行委員会の本部として商工観光課、そ

れからけやき夢ロード商店街の役員の方、それと参加団体であるよさこい躍り協議

会、それと市民活動支援センターで反省会を設けて、いろいろ課題がありました。前

日に既に苦情が来ていて、私も報告を受けて音が大きいということがあったので、ス

ピーカーが向いているマンションの方ではないかと推測して、まず音を下げたら弊害

が出て、よさこい躍りの列が長いので後ろの方に音が聞こえないという報告があった

ので、全体の音は下げるけれど列の最後の方に届くようにスピーカーを分散させると

いう形にしました。なおかつスピーカーの方向を住宅ではなく道路の正面に向けよう

ということでやって、当初は苦情も来なかった。それで終わったときにその方が来

て、直接よさこい躍り協議会のＭＣをやっていた人に申し入れるという苦情があっ

て、ＭＣがうるさいと。そこで初めてＭＣが原因と分かった。それで反省会をやった

ときに、苦情が本部に行って、本部から広場の責任者、広場から参加団体へ行って、

その伝言の中でずれてしまった。ＭＣがうるさいというのはなくなってしまって、音

がうるさいというだけになってしまった。だからまずそれを改めましょうという形。

それと、来年どうしますかというときに、来年も参加団体としてはやりたいと。せっ

かく皆さんにも見ていいただいてということがあったので、それで商店街に言った

ら、商店街も前は閑散としていたので是非という方がいたので、じゃあ課題に対して

場所を移動したり、音量を下げたりというのを含めて全部やって。でも相手方が納得

しないといけないので、どういう手段を取るかというときに相談して、やはり本部に

受けた苦情は本部で返さないといけないだろうと。いきなりよさこい躍り協議会とか

市民活動支援センターが行くのは筋が違うので。それで今朝の話、最新情報だと実行

委員会の本部の会議に諮ってもらって、商工観光課が苦情のあった方に事情をお聞き
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しに行って、来年もやりたいので何かうまくという話を今後していくことになりまし

た。それを受けてよさこい躍り協議会が、一応改善策として案は出してあるのです

が、それでよければＯＫだし、更に何かしなければいけないのかということで、基本

的には商店街、参加団体が一緒になって来年もやりたい。そのための改善策を苦情者

と今後具体的に。それで窓口は商工観光課というところまでは来ていますが、まだ答

えは出ていないです。 

議長（竹澤会長） 

  ほかに意見がなければ議題（５）については了承で良いか問うた。 

  ≪異議無し⇒了承≫ 

 

（６）第４回市民活動元気アップふぇすたについて 

（資料（６）） 

議長(竹澤会長) 

議題（６）について説明を求めた。 

釜田センター長 

 議題（６）「第４回市民活動元気アップふぇすたについて」を説明した。 

議長（竹澤会長） 

  議題（６）について、委員に意見を求めた。 

加藤委員 

  親の会でプログラムを見たときに、講堂の発表が理科大のよさこいソーランが今年

は最後じゃないんだね。何か最後に盛り上がれて終わるとすごくいいのにという話が

ありました。 

釜田センター長 

  プログラム的には昨年と同じです。それというのは、舞台の関係もあって、設定準

備があったりする。よさこいなどはある程度ぶつからないようにスペースを広く取る

が、マジックは遠すぎると見えないし、逆に近いと手元がというのがあって。マジッ

クのときは少し椅子を動かしてという作業があるのですが、それを途中でやってしま

うと戻さないといけないということがあるので、第１回から最後はマジックにしてい

ます。 

議長（竹澤会長） 

  ほかに意見がなければ議題（６）については了承で良いか問うた。 

  ≪異議無し⇒了承≫ 
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（７）市民活動支援センター運営協議会委員の改選について 

（資料（７）－１、（７）－２） 

議長(竹澤会長) 

議題（７）について説明を求めた。 

相塚市民生活課長補佐 

 議題（７）「市民活動支援センター運営協議会委員の改選について」を説明した。 

議長（竹澤会長） 

  議題（７）について、委員に意見を求めた。 

竹澤会長 

  特に意見がなければ、私の方から。公募委員の募集について具体的に教えてほし

い。 

相塚市民生活課長補佐 

  公募は１月１日号の市報に掲載する予定と、合わせてホームページ等でもお知らせ

する予定です。 

釜田センター長 

  それと、登録団体にも御案内したい。センターの掲示板ですとかにも。期間が限ら

れてしまうのですが、少なくとも登録団体の代表者の方には通知したいと考えていま

す。 

議長（竹澤会長） 

  ほかに意見がなければ議題（７）については了承で良いか問うた。 

  ≪異議無し⇒了承≫ 

 

（８）令和２年度野田市市民活動団体支援補助金について 

（資料（８）） 

議長(竹澤会長) 

議題（８）について説明を求めた。 

相塚市民生活課長補佐 

 議題（８）「令和２年度野田市市民活動団体支援補助金について」を説明した。 

議長（竹澤会長） 

  議題（８）について、委員に意見を求めた。 

竹澤会長 
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  特に意見がなければ私の方から一つ、過去に申請書の書き方の説明会とか、いろい

ろあったと思うのですが、参加した方からここが書きづらいとか、難しすぎるとか、

何か御意見とかはあったのですか。 

釜田センター長 

  今回の令和２年度の分から要項の変更が１点だけ。会員名簿がありまして、そこに

生年月日の記載がありました。他の助成団体でも、特に高齢者の場合は生年月日の記

載というのがあるのですが、この場合は市の補助金ですので、そこまで要求しなくて

もいいし、前回の書き方説明会のときに言われたことがありましたので、市民生活課

に伝えて今回修正しています。ほかについては、どこの助成金もそうですけれども、

分かりやすく説明すると、どんな目標、目的のために何をやっていますか。それで今

何に課題がありますか。その内市の補助金は何の課題を解決するためにどんなことを

しますか。そういう思いを頭の中で考えながら記載するというのを各コーディネータ

ーと私たちが説明しているので、大丈夫だと思います。ただ、前回もそうですけれど

も、センターの指導とか、支援を受けずに申請する団体もあるので、できるだけそれ

をなくすために要項の説明会に来たところには、センターから２６日の説明会にお声

掛けしていきたい。 

議長（竹澤会長） 

  ほかに意見がなければ議題（８）については了承で良いか問うた。 

  ≪異議無し⇒了承≫ 

 

（９）野田市市民活動団体支援補助金審査会委員の推薦について 

（資料（９）） 

議長(竹澤会長) 

議題（９）について説明を求めた。 

相塚市民生活課長補佐 

 議題（９）「野田市市民活動団体支援補助金審査会委員の推薦について」を説明し

た。 

議長（竹澤会長） 

  議題（９）について、各委員の都合を確認し、加藤委員と北倉委員を推薦する。 

 

相塚市民生活課長補佐 

 次回の運営協議会の日程について、２月３日（月）か７日（金）のいずれかで開催
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したいと考えている。時間と場所は今日と同じ午後２時から旧レストラン会議室で開

催したいが、都合はどうか。 

 

議長(竹澤会長) 

  次回の運営協議会の日程について、委員に問うた。 

≪各委員に確認≫ 

 

  委員に問うた結果、３日（月）に決定する。 

 

相塚市民生活課長補佐 

会議資料等、まとまり次第、早めに通知する。議題については、支援センターの登

録状況や利用状況、第４回元気アップふぇすた、第２回こまめカフェなどを予定して

いる。 

 

議長(竹澤会長) 

 会議の閉会を宣言した。 

 

 


