
    

様式第２号(第７条関係) 

会議の開催結果 

１ 会議の名称 

令和４年度第２回 

さいたま市市民活動サポートセンター 

運営協議会 

２ 会議の開催日時 
令和４年１０月１４日（金曜日） 

午後５時～午後７時 

３ 会議の開催場所 

コムナーレ９階 

市民活動サポートセンター 

北ラウンジ 

４ 出席者名 別紙のとおり 

５ 欠席者名 別紙のとおり 

６ 議題及び公開又は非公開

の別 

（議題） 

・貸出機材の運用について 

・令和４年度さいたま市市民活動サポートセン

ターフェスティバルの開催について 

・利用者からの意見 

（公開・非公開の別） 

公開 

７ 非公開の理由  

８ 傍聴者の数  ０ 名 

９ 審議した内容 

・貸出機材の運用について 

・令和４年度さいたま市市民活動サポートセン

ターフェスティバルの開催について 

・利用者からの意見 

10 問合せ先 
市民局市民生活部市民協働推進課 

電話番号：０４８－８１３－６４０３ 

11 その他  



 

別紙 

No. 委員氏名 出欠状況 

１ 塀和 光二郎 出席 

２ 清宮 輝雄 欠席 

３ 川名 紀子 出席 

４ 上田 孝彦 出席 

５ 小島 文一 出席 

６ 山本 大介 出席 

７ 高橋 司 出席 

８ 佐々木 弘 出席 

９ 花島 敏夫 出席 

10 大竹 秀幸 出席 

11 朝霧 紀美江 欠席 

12 島田 正次 出席 

13 福島 康仁 出席 

14 武井 佳美 出席 

15 石田 晶義 出席 

16 丸屋 美智代 出席 

17 金子 貴之 出席 

 



令和４年度第２回 
さいたま市市民活動サポートセンター運営協議会 

次第 
 

開催日時 令和４年１０月１４日（金） 
午後５時から午後７時まで 

開催場所 市民活動サポートセンター 
北ラウンジ 

 
１ 開会 
 
 
２ 議事 

（１）貸出機材の運用について 
（２）令和４年度さいたま市市民活動サポートセンターフェスティバルの開催につい

て 
（３）利用者からの意見 
 

 
３ 報告 
  （１）実施事業について 

 
４ 閉会 
 
 

 
 
 
 
 

 

≪配布資料≫ 

・次第 

・[資料１]   貸出機材の運用について 
・[資料２]   令和４年度さいたま市市民活動サポートセンターフェスティバルの開

催について 
・[資料３]   利用者からの意見 

・[資料４]   実施事業について（事業報告） 

・[資料５]   これから実施する事業について 

・[資料６]   さいたま市市民活動サポートセンター利用状況 

 



■議事１ 貸出機材の運用について 

 

＜現状と課題＞ 

 市民活動サポートセンターでは、市民活動を支援するため、市民活動団体の活動に必要な機材で団体では購入や保管が難しいものを整備し、貸出しを行っている。 

 貸出機材は全８種類あり、サポートセンター内でのみ利用可能なものと、サポートセンター外に持ち出して利用が可能なものとに分かれている。 

 貸出機材の利用方法等については条例、規則に定めており、過去に状況に応じて機材の見直しを行ったところであるが、貸出機材の利用状況は全体として低調である。特に、新型コロナ

ウイルスの影響を受け、令和２年度以降は利用件数が減少している。 

 新しい生活様式への転換や、オンラインを活用した市民活動の活性化を図るため、貸出機材の運用について見直しを検討する必要性が生じている。 

 

＜貸出機材の利用について＞ 

●貸出機材の位置付け 

サポートセンターの機能 

市民活動に関する活動の場の提供に関すること⇒貸出機材（登録団体のみ利用可能※１） 

※１ 多目的展示コーナーの利用、団体ロッカー・メールボックスの利用、貸出機材の利用については登録団体のみ利用可能。 

 

●貸出機材の種類 

【サポセン内でのみ利用可能】                           【サポセン外でも利用可能】 

                 

 

 

 

●貸出機材の利用の流れ                               ●貸出機材の利用件数 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

   ※２ 利用しようとする日の属する月の３月前の月に属する日で「市長が定める日」から 

利用日までの期間 

(例：10 月 14 日から利用を開始する場合は、７月 1日から申請可能)                                                                                         ※ 令和４年度は８月末までの利用      

 ※３ 「申請書」、「団体登録カード」、申請書を提出する者が団体の代表者又は登録簿                                                      

に登録された担当者であることを確認できる本人確認書類が必要                                                                                   

  平成 

28 年度 

平成 

29 年度 

平成 

30 年度 

令和 

元年度 

令和 

２年度 

令和 

３年度 

令和 

４年度  

※ 

貸出機材利用 
134 150 124 113 39 48 36 

内

訳 

データプロジェクター 71 69 57 58 19 15 6 

ビデオ一体型 DVD プレ

ーヤー 
0 17 10 11 10 ９ 23 

移動式スクリーン 19 16 19 16 3 ４ 1 

上記以外 44 48 38 28 7 20 6 

資料１ 

1.  

利用団体 サポセン 

①利用申請及び使用料の支払い※３ 

②利用許可書兼領収書の発行 

③利用許可書兼領収書の提示 
＜利用当日＞ 

④貸出機材の貸出 

⑤貸出機材の返却 

＜利用の３か月前から※２＞ 



 

 資料２ 

■議事２ 

令和４年度さいたま市市民活動サポートセンターフェスティバルの開催について 

 

＜現状＞ 

 市民活動サポートセンターでは、例年３月にさいたま市市民活動サポートセンター

フェスティバルを開催している。 

しかし、新型コロナウイルス感染症の影響により令和元年度及び令和２年度と２年

連続して中止、令和３年度は３年連続中止となるのを避けるべくオンラインによる開

催とした。 

オンライン開催としたことについて、来場することなく自宅から気軽に参加できる

等オンラインによる強みもある一方、対面形式での開催を望む声が多く寄せられた。 

令和４年度は、４年ぶりに対面方式を基本として開催し、より多くの方に参加して

いただくよう、準備を進めている。 

 

＜開催概要＞ 

 

・開催目的 市民活動団体のＰＲ、市民活動団体相互の交流や親睦、市民活動への

理解・関心を高め、市民活動への市民参加を促進することを目的に開

催する。 

 

・開 催 日 令和５年３月４日（土）・５日（日）の２日間  

午前 10 時から午後４時まで 

 

・開催場所 さいたま市市民活動サポートセンター 

 

・開催内容  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      より多くの方に参加していただけるよう、工夫をしていく。 

 

 

・市民活動団体との協働 参加団体による実行委員会を組織し、企画や運営等を行

いながら、フェスティバルを作り上げていく。 

            参加団体を対象とした会議を開催し、交流を行いながら

フェスティバル開催のための調整を行う。 

活動紹介の展示、 

ワークショップ

の開催等 

ステージ発表 

チラシやＳＮＳ

を活用した広報 

対面での開催 

(サポートセンター) 

大学生との協働

による参加型イ

ベントの開催 

市内小中学校に

装飾品の製作を

依頼 















小分類

団体登録を考えています。手続きの際に何か持っていくものはありますか。
会則をお持ちください。（さいたま市を中心に非営利で公益的な活動をされている団体
であることを確認しました。）

電話

団体登録したいのですが。ラウンジは予約しなくても利用できそうですね。

会則をお持ちでなかったのでその場では登録はできませんでした。病院ボランティアの
方で8/22に打合せで利用したいとの事でした。8/15に電話していただき、その時8/22
会則持参をお約束していただければ予約可能な事と、会則記載項目をお伝えしまし
た。おそらく、席の空きはありますとご案内しました。

窓口

●月に多目的展示コーナーを利用したいのですが、手続きはどうしたらいいですか。
（電話３件、窓口４件）

毎月１日（１月の場合は４日）の午後６時から、３ヶ月後の月の多目的展示コーナーの
利用調整会を行っています。調整会に参加する時は、登録カードをお持ちの上、中央
ラウンジにお越しください。なお、利用調整会終了後、ご利用希望がないときでしたら
随時窓口で申請することができます。

電話、窓口

案内・情報提供 団体ロッカーの空き状況、寸法、利用料金などのお問い合わせがありました。
小ロッカーに空きがある事、大小それぞれの寸法、利用料金をお伝えしました。また、
既に大ロッカーをご使用されているとのことでしたので、大きさに関係なく１団体１つし
かご利用いただけないこともご案内しました。

電話

ラウンジの利用方法を教えてください。（電話１件、窓口４件）

ラウンジは市民活動の打合せやミーティングのための場所であり、テーブルの使用は
原則１団体３時間までであること、使用できるテーブルは、１団体につき２つまでである
こと、さいたま市内の市民活動団体は、使用を希望する日の７日前に当たる日の午前
９時から使用する日の前日まで予約が可能であること等を伝えました。

電話、窓口

●月●日にラウンジの予約をしたいのですが、いつからできますか。
（電話１７件、窓口６件）

さいたま市内の市民活動団体は、使用を希望する日の７日前（前週の同じ曜日）に当
たる日の午前９時から使用する日の前日まで予約が可能です。●月●日に希望の場
合は、■月■日から予約可能です。

電話、窓口

春日部市在住でさいたま市を拠点に活動しているが、こちらのラウンジは使用できま
すか？

ご利用いただけると伝えました。 窓口

小学生５名程とその保護者より、「学校の宿題をみんなでしたり、お喋りをしたいので
テーブルを貸して下さい」と申込がありました。

こちらはさいたま市内で活動している市民団体や、これから市民活動を始める皆さん
の為の施設であることを案内したところ、今回は個人的な宿題であり市民活動ではな
いと納得され、帰られました。

窓口

団体より、帽子を製作し病院へ寄附する予定で、その布等の裁断をするにあたりラ
ウンジテーブルを使用して良いかとの問い合わせがありました。

テーブルは、本来の使い方である打合せなどを主体とした利用としていただくととも
に、裁断作業が活動の準備ということであれば可能性がある旨の回答をしました。ま
た、内容を鑑みても市民活動に結び付くものであると理解しました。なお、裁断作業が
主体となるようであれば、公民館やコミセンなどの利用も検討していただきたい旨につ
いても説明しました。

窓口

ラウンジを会社の打合せで使用したい。／
ラウンジを友人とのおしゃべりで使用したい。(窓口２件）

サポセンは主にさいたま市内で市民活動（営利・宗教・政治活動を除く）をされている
方々の施設ですので、お使いいただけません。

窓口

案内・情報提供

意見等の受理
方法

中分類

ラウンジ

例規等で定められているもの

団体登録

案内・情報提供

多目的展示コーナー

団体ロッカー及びメールボック
ス

案内・情報提供

利用者からの意見

（令和４年６月～令和４年８月窓口対応・利用者アンケート）

大分類

内容 回答・対応

資料３

1 ページ



小分類

意見等の受理
方法

中分類

利用者からの意見

（令和４年６月～令和４年８月窓口対応・利用者アンケート）

大分類

内容 回答・対応

資料３

●月●日に印刷作業室の予約をしたいのですが、いつからできますか。当日予約は
できますか。(電話１０件）

さいたま市内の市民活動団体は、使用を希望する日の７日前（前週の同じ曜日）に当
たる日の午前９時から使用する日の前日まで予約が可能です。●月●日に希望の場
合は、■月■日から予約可能です。当日予約はできませんが、ご来館頂いた時に予
約が入っておらず、使っている団体がいなければご利用できます。

電話

個人的な資料を作成するために、印刷作業室のコピー機を利用することはできます
か。

印刷作業室は市民活動で使用するチラシや資料等の作成のための場所であり、その
他の目的ではお使いいただけないことを説明するとともに、ビル内にあるコピー機の場
所を案内しました。

窓口

パソコンコーナーを利用したい。 市民活動に関するご利用ではなかったため、ご利用いただけないことを説明しました。 窓口

パソコン・コーナーの予約がしたい。（パソコン・コーナー利用者登録カードあり）
パソコン・コーナーの予約は出来ません。来館時、空いていれば利用できます。原則１
時間以内でお使いください。

電話

案内・情報提供
市民活動のチラシを置いていただきたいのですが、手続き等について教えてくださ
い。
(電話１件、窓口３件）

さいたま市内で主な活動をしている非営利で公益的な市民活動団体であればチラシ・
ポスターの設置が可能であること、受付で申込書の記入が必要であること、１団体に
つき５種類のチラシやポスターを設置する事が可能で、最長２ケ月まで設置可能であ
ること等を説明しました。

電話、窓口

案内・情報提供
チラシコーナーで長時間立ったままイヤホンを付けてPCを見ている方がいま
した。

何をされているのかを尋ねると「仕事でリモート会議中です。できる場所がな
いもので。」とのこと。こちらの施設は、営利目的の仕事ではご利用いただけ
ないことを案内し、ご退館いただきました。

窓口

来月展示コーナーを使う団体ですが、レイアウトを考えたいので展示コーナーを見せ
てください。

同行し、ポスターを貼る位置など構想をお聞きしながらレイアウトの提案をしました。 窓口

多目的展示コーナーのサイズを教えてほしい。 約横10m、奥行7.5ｍ(稼働パネル幅８枚分×６枚分の広さ)とお答えしました。 電話

その他

例規等で定められていないが、館内
周知等しているもの

多目的展示コーナー

案内・情報提供

案内・情報提供

例規等で定められているもの

印刷作業室

案内・情報提供

パソコン・コーナー

コミュニケーションボード及びパ
ンフレットラック

2 ページ



小分類

意見等の受理
方法

中分類

利用者からの意見

（令和４年６月～令和４年８月窓口対応・利用者アンケート）

大分類

内容 回答・対応

資料３

要望・意見

マスクを外した状態で会話せずに優先テーブルを利用していたところ、マスクを着用
するよう強制されました。厚生労働省のホームページには屋内でも身体的距離が確
保でき、会話をほとんど行わない場合にはマスクをしなくてもいいと書かれています
が、どうなのでしょうか。

マスク着用に御協力をお願いしますとお声がけしたものの、強制したつもりはなかった
旨説明し、不快な思いをされたのでしたら申し訳ありませんでしたとお伝えしました。ま
た、施設としてマスクの着用に御協力をお願いしている旨説明しました。

窓口

サポートセンター内にマスク未着用の方がいました。（窓口３７件） マスクの着用をお願いしました。 窓口

Hテーブルを予約しましたが、私たちの声で、学生さんの勉強を邪魔してはいけない
ので、となりのGテーブルに移動してもいいでしょうか。

お気遣いありがとうございます。Gテーブルに予約は入っておりませんので、ご移動し
て頂いて大丈夫です。

窓口

予約時間ピッタリには打合せを開始したいのに、今まだ席を使っている人たちがいて
困ります。

前団体とご予約時間が繋がっているので、ご予約時間まではお待ちいただきたい旨を
説明し、お急ぎでしたら現在空いているお席をご利用いただく様案内しました。（結局、
予約席ではなく空いているお席をご利用されました。）

窓口

食事ができる場所はありますか。／
食事をしたり、お菓子を食べている方がいました。（電話３件、窓口１４件）

感染症対策の為、９階での水分補給を除く飲食を禁止させて頂いておりますので、ご
了承ください。

電話、窓口

新型コロナウイルス感染症が拡大していますがラウンジの利用に変更はあります
か。
（電話３件）

通常通り開館していることと、マスクの着用、水分補給以外の飲食の禁止、ご利用後
のテーブルの消毒のお願い、受付をして３時間以内のご利用でお使いいただくことを
説明しました。

電話

Wi-Fiは利用できますか。接続方法を教えてください。
（電話４件、窓口１４件）

ご利用いただけます。接続方法等の案内を差し上げました。 電話、窓口

オンライン会議ができる場所はありますか。 市民活動であればラウンジが利用できる旨案内しました。 窓口

オンライン会議室の貸出しについて教えてください。／
オンライン会議室を利用する際は、パソコンを持参しなければなりませんか
(窓口２件）

チラシを差し上げ案内し、パソコンの貸出もある旨案内しました。 窓口

印刷作業室で●●のような印刷（大判印刷等）をすることはできますか。／
料金はいくらですか。（電話１１件、窓口５９件）

印刷を希望する内容に沿って、印刷の仕方や料金を案内しました。 電話、窓口

メンバーに紹介したいので印刷室を見させてもらっていいですか。 ご案内して見ていただきました。 窓口

案内・情報提供

ラウンジ

印刷作業室

例規等で定められていないが、館内
周知等しているもの

案内・情報提供
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小分類

意見等の受理
方法

中分類

利用者からの意見

（令和４年６月～令和４年８月窓口対応・利用者アンケート）

大分類

内容 回答・対応

資料３

案内・情報提供
これから印刷作業室を利用したいのですが、本日の予約状況を教えて下さい。
(電話１１件、窓口３件）

予約状況と、ご来館いただき空いていればご利用いただけることをお伝えしました。 電話、窓口

要望・意見
「NPOと学生生活のススメ」の講座内容はNPOやボランティアの導入や基本的な内
容であるとのことですが、もっと具体的に「ボランティアとプログラミング講座」や
「NPOと街づくり講座」のようにポイントを絞ったらどうでしょうか。

参考にさせていただきます。また相談に乗っていただけることがありましたらよろしくお
願いしますとお話ししました。

窓口

資料コーナーの図書コーナーについて
・新しく図書コーナーを設置されたのですね。
・新しい本の紹介が本を開かなくても分かりやすく紹介されていて使いやすいです。
・今後、新しい本は増えますか。

・図書コーナーが以前から設置されていたことを伝え、図書コーナーの場所を変更した
ことを案内。
・８階の図書館にも市民活動に関する書籍があることを案内。
・新しい本を設置できる範囲で追加し、新しく設置した本については、今後とも紹介を
合わせて案内することをお伝えしました。

窓口

七夕の活動紹介パネル展の記念写真を撮って欲しい。 他の団体様が写っていないことを確認し、写真を撮りました。 窓口

●●（ボランティア等）に関する活動をしている団体はありますか。
（窓口３件）

登録団体の活動内容を調べ、希望に沿うと思われるところを可能な範囲で案内しまし
た。

窓口

「サポセンと協力関係を作りたい。今後のサポセンの予定を教えて欲しい。」と活動
団体の方が来館されました。

お話を聞いたところ、活動の発表機会を求めているようでしたので、主にフェスティバ
ル等の事業と多目的展示コーナーを案内しました。その中でサポセンについても宣伝
し、サポセンの利用方法や講座などの情報も提供しました。

窓口

サポセン以外にチラシを置ける場所はありますか。
ＳａＣＬａの施設案内をみせ、文化施設ですと比較的縛りがなく配架できる場合があるこ
と、また直接電話にて確認していただくことを案内しました。

窓口

現在の活動状況や困り事などについてお話しをうかがった。
定期的に震災被災地へ行き活動をしていたのだが、先方よりコロナの感染者が増加
している地域から来ることを拒まれる場面もあるとのこと。

当方より、これまでの活動は決して消えるものではないので、今は先方への配慮を考
え、地元でしっかりとエネルギーを貯めるような活動をされてはどうかと話をさせていた
だきました。
当センターでこのような想いや活動を支援できるよう努めていきたいと改めて考えさせ
られるものとなりました。

窓口

団体の活動を報告できる場所がありましたら教えてください。
西部文化センターで開催する事業を案内し、チラシを渡しました。他の場所で活動紹
介できる場面を設けていただけるのは、活動の励みになり良い企画とのことでした。

窓口

(市民活動団体の方から）明日、ラウンジを利用する予定で、パソコンの画面を参加
者に見せながら説明したいので、どのような方法が一番良いか相談したい。また、パ
ソコンが苦手なので使い方もレクチャーして欲しい。

ラウンジでプロジェクターを使用し、ホワイトボードに映し出す方法をご案内し、使用方
法をお伝えしました。また、ある程度必要なパソコンの操作方法もレクチャーしました。

窓口

案内・情報提供

その他

案内・情報提供

例規等で定められていないが、館内
周知等しているもの

印刷作業室

その他

相談事業
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小分類

意見等の受理
方法

中分類

利用者からの意見

（令和４年６月～令和４年８月窓口対応・利用者アンケート）

大分類

内容 回答・対応

資料３

案内・情報提供
市内に同じような団体が３団体あります。新型コロナウイルス感染拡大前は、３団体
の交わりあったのですが、３団体が一緒に活動紹介をできる場面を作っていただき
たい。

多目展示コーナーを利用し活動を紹介することも可能です。また、12月にクリスマスで
飾る団体紹介パネル展を予定しております。サポセンが中に入り、３団体を合わせて
紹介できるように働きかけてみる方法もありますと提案しました。

窓口

日々の活動の中での困りごとや活用できることなど、団体同士の交流の場を設けて
もらいたいです。

交流カフェを昨年度開催しており、今年度も開催予定のため参加いただければジャン
ルの違う団体との交流も図れます。開催が決まりましたらチラシ等を配架しますので確
認してください。

窓口

色々な講座を開催していますが、今後、登録している団体を講師として講座を開催
することも面白い試みだと思いますので検討してください。

登録団体さんの活動の場が広がり、持続可能な活動にも繋げられる場としても面白い
試みです。すぐには難しいですが、少しづつ団体さんに寄り添えるよう努力・検討させ
ていただきます。貴重なご意見ありがとうございました。

窓口

中央エレベーター前の「伝言板」と「９階フロア案内図」との間にチラシを貼っている
団体がいました。

活動のチラシを貼る場所ではないことを伝え、どうしても本日活動していることを周知し
たいのであれば、伝言板に記入していただくようお願いしました。

窓口

今年は、サポフェス開催されますか。
来年３月４日（土）、５日（日）センターにて開催予定です。詳しいことが決まりましたら、
ホームページ等で案内いたします。

窓口

その他 ●●（地図、ハザードマップ、子育て支援ブックなど）をください。（窓口１４件）
資料コーナーを案内し、配付できるものは配付するとともに、改定の予定など必要な情
報を伝えました。

窓口

その他

その他

相談事業

要望・意見

案内・情報提供
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利用団体への聴き取り調査について

　市民活動サポートセンターの利用について御意見をうかがうため、サポートセンターを利用している市民活動団体へ聴き取り調査を行いました。

＜聴き取り調査について＞ ＜登録を受けていなくても利用可能な施設等について＞

●聴き取りを行った団体の内訳 ●各施設等の使用方法等を知っていますか

団体登録 団体数 人数 ●聴き取りを行った時間帯の内訳

有 ８団体 ２０人 平日日中 平日夜間 休日日中 有 無 合計

無 ２団体 ４人 ６団体 １団体 ３団体 使用している ８団体 １８人 ０人 １８人

総計 １０団体 ２４人 使用していない ２団体 ３人 ３人 ６人

使用している ６団体 １２人 ２人 １４人

●運営協議会、利用者懇談会を知っていますか 使用していない ４団体 ３人 ７人 １０人

団体登録 知っている 知らない 総計 使用している ２団体 ４人 ０人 ４人

有 ７人 １３人 ２０人 使用していない ８団体 ３人 １７人 ２０人

無 １人 ３人 ４人 使用している ０団体 ０人 ０人 ０人

総計 ８人 １６人 ２４人 使用していない １０団体 ５人 １９人 ２４人

使用している ２団体 ５人 ３人 ８人

●普段使用している施設(複数回答） 使用していない ８団体 ２人 １４人 １６人

ラウンジ 印刷作業室 多目的展示コーナー 貸出機材 ロッカー 資料コーナー

１８人 １４人 ６人 ２人 ４人 ４人 ＜ソフト事業について＞

●ソフト事業について知っていますか

＜市民活動団体の登録を受けた団体のみ利用可能な施設について＞

●(登録団体のみ）ロッカー、メールボックスの使用について 有 無 合計

閲覧している ６団体 １１人 ２人 １３人

有 無 合計 閲覧していない ４団体 ０人 １１人 １１人

使用している ５団体 ９人 ５人 １４人 参加している ２団体 ４人 ０人 ４人

使用していない ３団体 ５人 １人 ６人 参加していない ８団体 ８人 １２人 ２０人

●(登録団体のみ）多目的展示コーナーの使用について ●交流事業、セミナーについて、どこで知りましたか（複数回答）

館内掲示 市報 さポット 団体の仲間から 図書館等のチラシ その他

有 無 合計 ７人 １人 ０人 ２人 ３人 ３人

使用している ２団体 ３人 ３人 ６人 ※その他・・・受付時にサポートセンター職員から案内を受けた

使用していない ６団体 ８人 ６人 １４人

＜活動のオンライン化について＞

●(登録団体のみ）貸出機材の使用について ●活動のオンライン化をしていますか

している ８団体

有 無 合計 していない ２団体

使用している １団体 ２人 ０人 ２人 ●（活動のオンライン化をしている団体のみ）

使用していない ７団体 ６人 １２人 １８人 活用しているものは何ですか(複数回答）

　　機材を使用しないが利用方法は知っている６人の内、 メール Ｚｏｏｍ ＨＰ Facebook

　　機材の種類まで知っている人は１人 ８団体 ４団体 ３団体 １団体

●（登録団体以外のみ）ロッカー、メールボックス、多目的展示コーナー、貸出機材 ＜その他、サポートセンターへの御意見等があればお聞かせください＞

の使用について ・駅近で利便性が高く、特に不満や要望はありません。

・貸出機材について、必要なものは自分達の団体で持っているので特に追加の希望は

有 無 合計 　ありません。

２団体 １人 ３人 ４人 ・現在メールのみ使用していますが、もう少し活動のオンライン化を進めたいと話し

　合っているところです。

団体数

団体数
利用方法等の認知(人）

ラウンジ

印刷作業室

資料コーナー

パソコン・
コーナー

Ｗｉ－Ｆｉ

団体数
利用方法等の認知(人）

ホームページ
「さポット」

交流事業
・セミナー

利用方法等の認知(人）

利用方法等の認知(人）

利用方法等の認知(人）

利用方法等の認知(人）
団体数

団体数

団体数
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■実施事業について（事業報告） 

 

令和４年度さいたま市市民活動サポートセンター 

七夕飾り de 活動紹介パネル展 事業報告 
 

１ 目的 
市民活動団体が市民活動サポートセンターに活動内容を展示し PR することで、市民活動の輪を広

げ、他の市民団体や来館者とのつながりを構築することを目的に実施したものです。 

 

２ 開催日時及び会場 
令和 4 年 6 月 19 日（日）～7 月 9 日（土） 

※展示設営は 6 月 18 日（土）9：00～15：00 

 展示撤収は 7 月 10 日（日）9：00～17：00 

場所：さいたま市市民活動サポートセンター ラウンジ 

 

３ 参加対象 
NPO、市民活動をしている方または市民活動を始めようと考えている団体 

 

４ 内容 

①展示会場に七夕をテーマにした飾りつけを施し、市民活動団体の活動内容をパネルに展示 

②七夕の笹を用意し、誰でも飾りつけを追加し、老若男女問わず楽しめるように試みる 

③飾りつけ時や展示中など参加団体同士や来館者との親睦や交流を図る 

   ④１団体につきパネル１枚（幅 90 ㎝×高さ 180 ㎝）、長机１台（幅 180 ㎝×奥行 45㎝） 

 

５ 参加団体数 
12 団体（定員 10 団体） 

 

６ 事業の成果 
市民活動団体の日頃の活動紹介や会員募集などを多くの方に広報する機会として七夕をテーマに

飾りつけをしたパネルの展示をしていただきました。展示設営日には参加団体同士の交流も見られ、

団体同士の横のつながりが構築されたものと思われます。また、館内に 3本の笹を用意し、一般の来

館者も飾りつけができるようにコーナーを設置しました。開催期間中は、ラウンジを利用中の団体が

パネルの前で立ち止まって観覧する姿や、庭園に訪ねてきた親子が短冊を書いたり、パネルを眺める

姿が見られました。参加者、観覧者を対象にしたアンケートではどちらも概ね良い評価をいただくこ

とができ、満足度の高いイベントとなりました。 

   次回開催に向けて、展示をより多くの来館者に観覧していただき、市民活動への理解と、団体相互

の交流の促進を図るため、開催期間中の館内広報強化に取り組んでまいります。 

 

資料４ 
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アンケート集計結果 

講座申込団体数   12 団体 
参加団体総数        12 団体 
参加団体アンケート回答数 11 枚 

１．性別を教えてください 
男性：5／女性：7 

２．お年はおいくつですか 
40 代：１／50 代：4／60 代：4／70 代：2 

３．お住まいはどちらですか 
北区：1／大宮区：1／浦和区：3／南区：2／緑区：1／岩槻区：1／市外：2 

４．今回、どこでこの催しをお知りになりましたか 
友人･知人： 1／掲示物・チラシ：8／その他：2（サポセン職員より案内／北区コミュニティより案内） 

５．今回のパネル展について 
・内容について 
大変良い：6／良い：5 
展示内容への意見（各団体の表現力が素晴らしい。）  
・展示期間 
ちょうど良い：10／短い：1  
・今後について 
また参加したい：８／予定が合えば参加したい：２／無回答：1 

６．参加手続きの対応について 
大変分かりやすい：8／分かりやすい：3  
あった方が良いサービス（オンラインネットワーク、リアルタイムで動きがわかるもの、Facebook、
SNS や LINE グループなど） 

７．どのような講座などに参加したいですか 
・希望するジャンル 
活動に関すること：4／IT：2／法律：1／情報発信：4／講演会：6／その他：1／無回答：1 
その他記載（シルバーe スポーツワークショップ／SDGs／HP をつくるなど／動画作成／チラシの作成

について） 
・参加しやすい開催時間 
午前：6／午後：7／夜間：3 
・参加しやすい曜日 
月曜：3／火曜：4／水曜：5／木曜：4／金曜：4／土曜：4／日曜：5／祝日：4／無回答 1 

８．その他気づいたことがありましたらご記入ください 
・せっかくの展示なので、階下に目立つ宣伝があったらいいと思いました。ありがとうございました。 
・ありがとうございます。 
・催事の開催の広報を徹底してほしい。 
・人の流れが少ない。タイアップかけないから？連携（他施設など）が少ないから？ 
・ありがとうございました！ 
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観覧者アンケート回答数 9 枚 

１．性別を教えてください 
男性：3／女性：6 

２．お年はおいくつですか 
10 代：6／40 代：2／80 歳以上：1 

３．お住まいはどちらですか 
浦和区：2／南区：4／岩槻区：1／市外：2 

４．今回、どこでこの催しをお知りになりましたか 
友人・知人：2／ホームページ：6／その他：1（通りがかり）／無回答：1 

５．今回のパネル展について 
・内容について 
大変良い：6／良い：2／大変悪い：1  
展示内容への意見（たくさん展示されていてすごく興味を持ちました／平和や国際交流などが良かった
／子ども向けのが多くわかりやすい） 
・展示期間 
ちょうど良い：8／無回答：1 
・今後について 
また鑑賞したい：6／予定が合えば鑑賞したい：3  

6．職員の対応について 
大変良い：7／良い：1／無回答：1 

7．どのような講座などに参加したいですか 
・希望するジャンル 
活動に関すること：3／IT：2／情報発信：3／その他：1／無回答：3 
その他記載（国際交流／e スポーツなど） 
・参加しやすい開催時間 
午前：2／午後：6／夜間：1／無回答：3 
・参加しやすい曜日 
火曜：1／木曜：1／土曜：4／日曜：4／祝日：3／無回答 4 

８．その他気づいたことがありましたらご記入ください 
・丁度七夕に来て星祭に参加しました。 
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令和 4 年度さいたま市市民活動サポートセンター 

SNS 活用講座 事業報告 
 

１ 目的 
市民活動団体がＳＮＳを通じて発信できるようになれば、コロナ禍で伝えることが

難しくなった活動報告やボランティア募集などを広報する有力なアイテムとなります。

ＳＮＳは令和３年度のアンケート結果からも潜在的なニーズがあることから、この講

座を始めるきっかけにして、市民活動団体の交流・コロナ禍でも有効な広報・団体のＩ

ＣＴ化などの一助となることを期待します。また、この講座では、代表的なＳＮＳの概

要を解説し、それぞれの団体に合った発信媒体を見つけていただきます。 

 

２ 開催日時及び会場 
令和４年７月 24 日（日）・31 日（日）全２回 １４：００～１６：３０ 

場所：さいたま市市民活動サポートセンター 中央ラウンジ 

 

３ 参加対象 
NPO やボランティア等で市民活動をしている方、または市民活動を始めようと考え

ている方。 

 

４ 内容 

１日目（スマホ使用） ２日目（PC 使用） 

1. SNS の種類と国内利用状況 

2. Twitter 

・Twitter の特徴 

・Twtter のインストールと初期設定 

・Twitter の使用方法 

（通知・ツイート・リツイート・ハッシ

ュタグなど） 

1.Facebook 

・アカウント作成と初期設定 

・Facebook の使用方法 

・ニュースフィードとタイムライン 

・スマホでの使用方法 

・Facebook グループのつくり方 

 

講師：小林玲子氏（Mdm Antoinette IT インストラクター）、アシスタント 2 名 

 

５ 参加者数 
１日目９名、２日目９名（定員 15 名、応募 25 名） 

※前日と当日に辞退者４名と無断欠席者２名が出ました。 

（新型コロナウイルス感染症の第７波が急拡大したためと思われます。） 

 

６ 事業の成果 
１日目はSNSの種類と国内の状況についての解説と自身のスマホを使用してTwitter
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の体験と座学を行い、２日目は持参していただいた PC を使用して Facebook の体験と

座学を行いました。講師の指導やテキストがわかりやすかったことや、２名のアシスタ

ントが参加者に寄り添ってフォローしてくれたため、とても満足度の高い講座となり

ました。また、講座のなかで初期設定を済ませていただいたので、Twitter と Facebook

をすぐに使用できる下地と使い始めるきっかけができたものと考え、今後もサポート

していきます。 

 

アンケート集計結果 

講座申込者数  25 名 
出席者総数  延べ 18 名（1 日目 9 名／2 日目 9 名） 
アンケート回答数 8 枚 

１．性別を教えてください 
男性：4／女性：4 

２．お年はおいくつですか 
60 代：4／70 代：4 

３．お住まいはどちらですか 
浦和区：1／中央区：3／桜区：2／見沼区：1／無回答：1 

４．今回、どこでこの催しをお知りになりましたか 
市報：1／情報誌 SaCLa：1／友人・知人・家族：1／掲示物・チラシ：3／ その他：1／
無回答：1 

５．今回の講座について 
・講座内容 
大変良い：5／良い：3 
・講座時間 
ちょうど良い：６／短い：2 
・今後の参加 
また参加したい：8 

６．参加手続きの対応について 
大変分かりやすい：4／分かりやすい：3／無回答：1 

７．どのような講座などの参加したいですか 
・希望するジャンル 
活動に関すること：2／IT：5／情報発信：4／講演会：1／その他：／無回答：1 
・参加しやすい開催時間 
午前：5／午後：2／夜間：2 
・参加しやすい曜日 
月曜：3／火曜：2／水曜：2／木曜：1／金曜：2／土曜：2／日曜：4／祝日：4 

８．その他気づいたことがありましたらご記入ください 
・大変勉強になりました。ありがとうございました。 
・大変参考になりました。 
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令和４年度さいたま市市民活動サポートセンター 

印刷作業室 de 冊子づくり講座 事業報告 
 

１ 目的 
市民活動において、決算書や補助金申請書などの書類作成はとても重要なものとな

っています。当センターの印刷作業室においてはそれらを製作するための機器が取り

揃えられていますので、機器の有効活用を促し、市民活動団体の支援をするものです。

また、当該機器類の適正利用とともに、利用促進を図るものです。 

 

２ 開催日時及び会場 
令和４年８月 20 日（土）回数 1 回 14：00～15：00 

場所：市民活動サポートセンター 印刷作業室 

 

３ 参加対象 
NPO やボランティア等で市民活動をしている方、または市民活動を始めようと考え

ている方。 

 

４ 内容 
1.印刷作業室の機器について 

2.冊子の綴じ方 

3.印刷するためのデータの準備 

4.印刷設定（コピー機及び高速カラープリンタ） 

5.印刷設定（モノクロ印刷機） 

6.参考 

質疑応答 

講師：井藤秀文（市民活動サポートセンター） 

 

５ 参加者数 
11 名（定員 10 名、応募 13 名、当日欠席 0 名） 

※キャンセル待ち 1 番の方が来場してしまい参加しました 

 

６ 事業の成果 
印刷作業室の印刷機器を説明し、コピー機・高速カラープリンタ・モノクロ印刷機を

使用して冊子をつくる方法をお伝えしました。そのなかで、平綴じ冊子に使うクリアフ

ァイルや、中綴じ冊子に使いやすいホチキスなど、いくつかの便利グッズをご提案する

などした結果、参加者全員から良い評価（アンケート）をいただくことができました。

また、「また参加したい」と言った意見も多く、スキルの向上が図られ、市民活動の活

性化の一助となったものと考えられます。ニーズとしても多くあったことから継続し
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て開催し、利用促進につなげるとともに受講後の成果物を見せていただくなどしてフ

ォローもしてまいります。 

 

アンケート集計結果 

講座申込者  13 名 
出席者総数  11 名 
アンケート回答数 10 枚 

１．性別を教えてください 
男性：5／女性：5 

２．お年はおいくつですか 
50 代：1／60 代：4／70 代：4／80 歳以上：1 

３．お住まいはどちらですか 
南区：1／緑区：1／浦和区：2／見沼区：1／大宮区：1／岩槻区：1／市外：3 

４．今回、どこでこの催しをお知りになりましたか 
市報：2／情報誌 SaCLa：1／友人・知人・家族：2／掲示物・チラシ：4／その他：2（サ
ポセン、シニアユニバーシティ） 

５．今回の講座について 
・講座内容 
大変良い：2／良い：7／無回答：1 
・講座時間 
ちょうど良い：9／無回答：1 
・今後の参加 
また参加したい：4／予定が合えば参加したい：4／無回答：2 

６．参加手続きの対応について 
大変分かりやすい：3／分かりやすい：6／分かりにくい：1 

７．どのような講座などの参加したいですか 
・希望するジャンル 
活動に関すること：1／IT：4／法律：1／会計：1／情報発信：3／無回答：3 
その他記載（趣味に関する講座） 
・参加しやすい開催時間 
午前：3／午後：9／夜間：1／無回答：1 
・参加しやすい曜日 
月曜：5／火曜：3／水曜：3／木曜：2／金曜：1／土曜：3／日曜：2／祝日：1／無回答：2 

８．その他気づいたことがありましたらご記入ください 
・ありがとうございました。活動の幅を広げることができそうです。 
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令和４年度さいたま市市民活動サポートセンター 

ＮＰＯと学生生活のススメ 事業報告 

 

１ 目的 

市民活動の活性化や人とのつながりを広げるためにも、将来の市民活動を担う人材

を育てる必要があります。これまであまり経験のない方や興味はあるが始めていない

方に向けて、ＮＰＯ法人などを通じて市民活動やボランティアに携わっている大学生

の経験談・実例紹介・質疑応答などから、ＮＰＯへの親近感や活動へのきっかけ作りを

行い、未来の人材発掘や育成を図ることを目的として開催しました。 

 

２ 開催日時及び会場 

日時：令和４年８月 24日（水） 全１回 14：00～16：00 

場所：さいたま市市民活動サポートセンター ラウンジ 

 

３ 参加対象 

ＮＰＯ、市民活動をしている又は市民活動を始めようと考えている 10 代から 30 代

の方 

 

４ 内容 

1.講師の自己紹介と団体紹介 

2.ＮＰＯとは？ 

3.現在ＮＰＯに所属している学生の活動紹介 

4.パネルトーク（活動のきっかけ、醍醐味、大変なこと、活動の頻度等）  

5.質疑応答 

6.ワークショップ（自分にできることを考える、どう関わりたいか、意見交換ワーク） 

7.現在ＮＰＯに所属している学生と参加者の交流 

8.ボランティア探しのポイント 

 

講 師：高城芳之氏（特定非営利活動法人アクションポート横浜） 

発表者：現在ＮＰＯなどで活動している大学生３名 

    ・子ども食堂でボランティア活動 

    ・オンラインを活用してタイ北部の子ども達を支援する活動 

       ・学校や社会に馴染めない若者を支援する活動 

 

５ 参加者数 

６名（定員 15名、応募８名、欠席２名） 
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６ 事業の成果 

現在、ＮＰＯなどで活動している大学生３名に、活動内容の紹介と、活動をするうえ

でのやりがいや大学生活、アルバイト、ボランティア活動のスケジュール管理の大変さ

も聞くことができました。 

講座のワークショップでは発表者を紹介していただいた大学のボランティア支援セ

ンター職員２名も急遽加わり、参加者と意見交換も行われました。講座後も参加者同士

の交流の時間が作られ、興味のあるボランティア活動などの情報共有が行われ、新しい

活動へのきっかけを作ることができ、大変満足度の高い講座となりました。また、参加

者数が伸び悩んだ結果については、開催時期と講座内容を見直し、再度検討していきま

す。 

 

アンケート集計結果 

講座申込者     ８名 
出席者総数  ６名 
アンケート回答数 ６枚 

１．性別を教えてください 
男性：３／女性：３ 

２．お年はおいくつですか 
２0代：６ 

３．お住まいはどちらですか 
西区：１／北区：１／市外：４ 

４．今回、どこでこの催しをお知りになりましたか 
友人・知人・家族：２／掲示物・チラシ：３／その他：インターンシップで 

５．今回の講座について 
・講座内容 

大変良い：６（様々な方の話を聞けてとても良かった、学生の実体験が聞けて良かった） 
・講座時間 

ちょうど良い：５ 
・今後の参加 

また参加したい：２／予定が合えば参加したい：４ 

６．参加手続きの対応について 
大変分かりやすい：２／分かりやすい：３ 

７．どのような講座などの参加したいですか 
・希望するジャンル 

活動に関すること：３／講演会：３（歴史、文化に関する、さいたまに関係のある内容） 
・参加しやすい開催時間 

午前：１／午後：４／夜間：３ 
・参加しやすい曜日 

火曜：１／木曜：１／土曜：５／日曜：３／祝日：２ 
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令和４年度さいたま市市民活動サポートセンター 

市民活動に関する学習の機会の提供業務 

ボランティア入門講座 事業報告 

「いきいき埼玉・さいたま市市民活動サポートセンター 協働事業 

地域活動セミナー ～市民活動 はじめの一歩～」  

 

１ 目的 

ボランティア活動が市民活動への導入と捉え、ボランティアに興味のある方やこれ

から始めようと考えている方に基本的な心構えや、活動団体の事例発表を聞く機会を

提供し、活動へのきっかけづくりとボランティアのすそ野を広げることで市民活動の

活発化の向上を図ることを目的として開催しました。 

 

２ 開催日時及び会場等 

令和４年９月 17 日（土）回数１回 13:30～16:30 

場所：さいたま市市民活動サポートセンター 中央ラウンジ 

 

３ 参加対象 

ボランティア活動に興味・関心がある方 

市民活動を始めようと考えている方 

 

４ 内容 

① 開会【公益財団法人いきいき埼玉：中村主任】 

② あいさつ【公益財団法人いきいき埼玉：新津課長】 

③ 講演 

「じぶんのまちで市民活動を始めるヒント」 

 講師：秋 本  創 氏 

   特定非営利活動法人埼玉情報センター 事務局次長 

    ＢＡＢＡlab コーディネーター 

④ 活動紹介 

（１）特定非営利活動法人 子ども文化ステーション 

（２）岩槻ホタルの会 

（３）公益社団法人さいたま観光国際協会 国際交流センター 

⑤ 相談コーナー 

参加者の希望団体とのワークショップ 

 

５ 参加者数 

１４名（定員 30 名、応募 18名、欠席 6名、当日 2名） 

 

 

10



６ 事業の成果 

講演では、「じぶんのまちで市民活動を始めるヒント」について、誰もがハードルを

上げず少しのつながりで地域活動へ参画できる重要性などを聴くことができました。 

活動紹介では、現在活動している３団体に活動内容、事業への取り組みや地域交流、

ボランティア活動、その過程のポイント、その中での大変さや喜びなどを聴くことがで

きました。 

講座の相談コーナーでは、参加者が活動紹介をした団体の中で興味のある市民活動

団体ごとに分かれ参加者同士の交流と団体との交流を図りました。 

また、さいたま市市民活動サポートセンターの大きな魅力でもあるオープンスペー

スでのため、センターを利用していた来館者から「開催タイトルに興味を持ち参加して

みたい。」との声が有り当日参加者が２名増えました。 

参加者からは、「肩の力が抜け自分もボランティアなどから小さな一歩が踏み出せそ

うだ。」との声や「大きな反響と市民活動への参加のきっかけづくりになった。」との声

もありました。今後も協働開催である公益財団法人いきいき埼玉と当センターにて市

民活動への参加のきっかけづくりとなるよう、また担い手が増えるようサポートして

いきます。 

最後に、参加者数が伸び悩んだ結果については、開催時期と講座内容を見直し、再度

検討します。 

 

アンケート集計結果 

講座申込者     １８名 
出席者総数  １４名 
アンケート回答数 １４枚 
※公益財団法人いきいき埼玉協働開催のため質問事項等には通常アンケートとは異なり 

ます。 

１．性別を教えてください 
男性：7名 女性：7名 

２．お年はおいくつですか 
30 代：１名 40 代：3名 50 代：2名 60 代：4名 70 歳以上：4名 

３．講座等に参加された回数は 
初めて：11 名 2 回目：2名 3 回目以上：1名 

４．今回、どこでこの催しをお知りになりましたか（複数回答あり） 
広報誌けんかつ：2名 チラシ：4名 インターネット：2名 さいたま市広報紙：1名 
その他：情報誌 SaCLa4 名 発表者：2名 

５．広報誌やチラシをどこで入手しましたか 

県民活動総合センター：2名 コミセン：1名 ダイレクトメール：1名 区役所：1名 

県地域振興センター：1名 市民活動センター：1名 主催者：1名 その他：2名 

６．講師の教え方、プログラム、職員対応はいかがでしたか 
・講座の教え方、話し方 

満足：11名 概ね満足：1名 やや不満：1名 
・講座のプログラム 

満足：10名 概ね満足：3名  

11



・職員の対応 
満足：12名 概ね満足：1名 やや不満：1名 

７．どのような講座を希望されますか 
・今回はさいたま市でしたが、他市でも市内団体を紹介するセミナーがあればいいと思い 
 ました。 
・就労支援、生きがい等。 
・税金に関するもの。 
・希望する。 
・各支援団体の活動内容を講座をとおして定期的に実施してほしい。 

８．本講座に関するご感想、ご意見、ご要望をお聞かせください。 
・活動をしている方の話だったので、大変素晴らしい内容の多いものでした。 
・また、参加したい内容だと思いました。ありがとうございました。 
・よかったです。 
・ボランティアやＮＰＯの話を聞いたことがなかったのでとても興味深くきけました。 
 ありがとうごいました。 
・ＮＰＯについて、色々のお話を伺うことができまして現状について、情報をいただきありが 
とうございました。 

 ・途中参加ですが、秋本さんの元気な姿がみれて良かったです。 
 ・お話がわかりやすくためになりました。興味のある分野でくわしいお話をきけて助かりまし 

た。 
 ・ありがとうございました。 
 ・高齢者向けも考えて下さい。 
 ・最後はよくわかりませんでした。 
 ・とても参考になった。今後、私が所属している（野外調査）のあり方、運営の参考にさせ  
  ていただきます。 
 
 
 

12



令和 4 年度 コミュニティ施設との協働事業 

新たな出会いで地域をつなぎ、新たな出会いで活力チャージ  

「コミセン・サポセン・プラザ施設」利用団体交流＆展示会 

 

 － 事業報告 － 

  

１ 目的 

市民が気軽に利用できる地域拠点施設として、特色ある行事等を通じ、コミュニティ

活動の支援のほか、住民参加を通して人と人との新たな出会いや連帯感を育むととも

に、市民との協働を促進し、地域の課題解決に貢献することを目的としたコミュニティ

施設。 

地域や社会のさまざまな課題の解決をめざして、自主的に非営利で公益的な活動を

する市民活動団体（NPO・ボランティア団体・自治会など）や、これから市民として地

域や社会のための活動をはじめようと考えている市民を支援するための市民活動サポ

ートセンター。 

この両者の目的を推進するため、コミュニティセンターで活動する団体および市民

活動サポートセンターで活動する団体の交流を図るとともに、各地域施設で活動する

市民の方に、それぞれの施設の存在を認知していただくことを目的として本事業を開

催しました。 

 

２ 開催日時及び会場 

（１）開催日時 

令和 4 年度 9 月 24 日(土)・25 日(日) 2 日間 

9 月 24 日（土） 
・13：00～14：40 参加団体交流会 

・14：45～     会場及び団体ブース設営 

9 月 25 日（日） 

・10：00～15：00 活動 PR 展示会 

・15：00～15：45 振り返りの会 

・15：50～     会場片付け 

 （２）会場 

   さいたま市民活動サポートセンター 中央・南ラウンジ及び多目的 

  展示コーナーの一部 

 

３ 事業内容 

市内 21 の活動拠点施設（プラザイースト、プラザウエスト含む）と、市民活動サポートセ

ンターで活動する団体による団体相互の交流会を行うとともに、展示やワークショップなど

13



により市民に対し日頃の成果発表や活動ＰＲを広く周知する。  

（1）参加団体相互の交流会 

（2）各団体のブースにて展示やワークショップ、物販等の実施 

 

４ 参加団体数および来場者数 

    （1）参加団体数：11 団体（募集：18 団体） 

    （2）来場者数：1274 名 

 

５ 広報 

市報さいたま、文化振興事業団広報誌 SaCLa、たまログ 

コミュニティ施設等チラシ配架 他 

 

６ 事業成果 

   これまで開催していた「ぐるりパネル展」の後継事業として、団体相互の交流と日

頃の活動成果や団体の魅力を発信する展示会を開催しました。 

   参加団体からは「今回のような情報発信ができるイベントにもっと参加したい。他

の団体と交流が図れた」などの意見をいただき、観覧者からは「色々な団体の活動を

知ることができた。また来たい」などの意見をいただきました。 

   今回は社会貢献されている団体等に参加をいただき、交流会においては団体相互の

親睦が図られるとともに、2 日目の活動 PR 展示会では団体の活動状況を市民へ発信

し、広く共感を得ることができました。また各団体が抱える問題を共有し、その解決

策についても意見交換が行われたことなどから、大変有意義な事業とすることが出来

たと考えます。 

   継続した開催を計画してイベントの認知度を向上させ、参加団体や来場者数の増加

にもつなげてまいります。 
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アンケート集計結果 

事業申込団体数   11 団体 
参加団体総数        11 団体 
参加団体アンケート回答数 7 枚 

１．性別を教えてください 
男性：0、女性：7 

２．お年はおいくつですか 
30 代：2、40 代：2、50 代：2、70 代：1 

３．お住まいはどちらですか 
北区：4、見沼区：1、桜区：１、浦和区：１ 

４．今回、どこでこの催しをお知りになりましたか 
市報：２、友人･知人：1、その他：4（障害支援課、施設職員等） 

５．今回のパネル展について 
・内容について 
大変良い：3、良い：4 
・展示期間 
ちょうど良い：6、短い：1  
・今後について 
また参加したい：6、予定が合えば参加したい：1 

６．職員の対応について 
大変分かりやすい：5、分かりやすい：２ 

７．どのような講座などに参加したいですか 
・希望するジャンル 
活動に関すること：2、情報発信：3、講演会：2／その他：1 
その他記載（今回のようなワークショップ） 
・参加しやすい開催時間 
午前：3、午後：3、夜間：2 
・参加しやすい曜日 
月曜：1、火曜：1、水曜：1、木曜：1、金曜：1、土曜：3、日曜：4、祝日：3 

８．その他気づいたことがありましたらご記入ください 
・事前準備がわかりづらかったです。色々とありがとうございました。 
・他のブースも大変楽しかったです。 
・ありがとうございました！ 
・とても有意義な時間をありがとうございました。 
 （その他） 
 ・展示物をイベント後にも展示してはどうか。 
 ・他のイベントとマッチイングしてはどうか。 
 ・悩み事を共有し、解決策を議論できた。 
 ・駐車料金の拡充があれば、もっと長い時間参加したい。 
 ・良いイベントだと思うので継続して欲しい。 

15



市民活動サポートセンターホームページ 

「さポット」のリニューアルについて 

 

 

令和４年１０月５日に、市民活動サポートセンターホームページ「さポッ

ト」のリニューアルを行いました。ぜひご覧ください。 

 

 

 

https://www.saitamacity-support.jp/ 
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■これから実施する事業について 

 

令和４年度さいたま市市民活動サポートセンター 

市民活動に関する学習の機会の提供業務 

印刷作業室活用講座（ポスター編） 
 

（１）目的 
市民活動サポートセンターの印刷作業室に設置されている印刷機やプリンター等の

機器を活用することは、市民活動団体の活動を広報することや活動の促進につなが

ります。また、必要な書類や看板などを安く印刷することができ、資金面で市民活動

団体の支援を行うことを目的として実施します。 

 

（２）概要・内容 
①印刷作業室について 

②ポスターアーティストの使用方法 

③大判プリンターの使用方法 

 

（３）対象者 
ＮＰＯ法人などで市民活動をしている方 

市民活動を始めようと考えている方 

 

（４）告知・広報 
①事業団情報誌ＳａＣＬａ、さポットへ掲載。 

②チラシ配付等 

 

（５）講師 
市民活動サポートセンター職員 

 
（６）開催日等 

令和４年 10 月８日（土） 14:00～15:00 

場所：さいたま市市民活動サポートセンター 印刷作業室 

定員：10名 

 

（７）申込方法 
令和４年８月 13 日（土）10:00 から電話、メールでの受付（先着順） 

 

（８）持ち物 
・筆記用具 

資料５ 
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令和４年度さいたま市市民活動サポートセンター 

市民活動に関する学習の機会の提供業務 

パソコンではじめる Zoom 講座 
 

（１）目的 
市民活動団体が「Zoom」を使えるようになることで、コロナ禍で会えなくなった仲間

とデジタル機器を通じて市民活動などについて安全に会議を行うことができます。

最初の一歩をなかなか踏み出せない市民活動団体が使用できるようになることを目

的に開催し、活動団体の交流促進の一助となることを期待します。 

 

（２）概要・内容 
①Wi-Fi に接続可能なパソコンを受講者自身にご持参いただき、「Zoom」アプリのイ

ンストールから操作方法、初心者がつまずきやすいポイントなどを解説し、ご自宅

でも使えるように指導します。 

②セミナー開催や団体・サークルの打ち合わせ等でご自身がオンラインミーティン

グを主催することも考えて、主催に必要なアカウントの取得、オンラインミーティ

ングの始め方や注意点なども取り上げます。 

 

（３）対象者 
ＮＰＯ法人などで市民活動をしている方 

市民活動を始めようと考えている方 

 

（４）告知・広報 
①事業団情報誌ＳａＣＬａ、さポットへ掲載。 

②チラシ配付等 

 

（５）講師 
小林 玲子 氏(パソコンインストラクター) 

 

（６）開催日等 
令和４年 10 月 23 日（日）・30日（日）全２回 14:00～16:30 

場所：さいたま市市民活動サポートセンター 中央ラウンジ 

定員：15名 

 

（７）申込方法 
令和４年８月 20 日（土）10:00 から電話、メールでの受付（先着順） 
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（８）持ち物 
・筆記用具 

・パソコン（Wi-Fi・カメラ機能があり、普段からメール送受信ができるもの） 

※事前にスペック確認やフリーWi-Fi 設定のため、1度来館していただきます 

①10/9 14 時～15 時・②10/9 15 時～16 時・③10/15 14 時～15 時・④10/15 15

時～16 時のいずれか 1回 
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令和４年度さいたま市市民活動サポートセンター 

市民活動に関する交流の促進業務 

「コミセンまつり」マッチング 
 

（１）目的 
市民活動団体に普段の活動地域外での発表の場を提供することで、活動範囲が広が

り多くの方に存在や活動を周知できるとともに、分野・地域を越えた団体間の交流や

親睦を図ることを目的とします。 

 

（２）概要・内容 
西部文化センターまつりにおいて、他のまつり参加団体とともに市民活動団体もブ

ースを作り、日ごろの活動紹介、パネル展示や団体 PRなどを行います。 

 

（３）対象者 
ＮＰＯ法人や市民活動団体 ２団体 

 

（４）告知・広報 
①さポットへ掲載。 

②チラシ配付等 

 

（５）開催日等 
令和４年 11 月 12 日（土）・13日（日）全２回 10:00～16:00 

場所：さいたま市西部文化センター エントランス又はホール 

 

（６）申込方法 
令和４年８月１日（月）10:00 から電話、メールでの受付（先着順） 
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令和４年度さいたま市市民活動サポートセンター 

市民活動に関する学習の機会の提供業務 

ホームページ作成講座 
 

（１）目的 
今では当たり前のように企業やお店がホームページを公開しているように、市民活

動団体の紹介やメンバー募集、活動報告等、より多くの人に市民活動団体を PRして

いくうえで、ホームページは大変有効な情報発信の手段です。市民活動団体が魅力的

なホームページを作成し、定期的に情報を更新することで団体としての安心感や信

頼性をアピールし、さらに活動の幅を広げることを目的として開催します。 

 

（２）概要・内容 
①今日のホームページの在り方を踏まえた上で、受講生のホームページの目的と構

成を考えます。（講座では練習用のホームページを作っていただきます。） 

②ホームページに必要なものは何か？見てもらえるホームページにするためにはど

うすれば良いのか？ホームページを目的につなげるためにはどうしたら良いの

か？など、市民活動を情報発信する上で必要な知識やホームページ作成の注意点

などについてお話します。 

 

（３）対象者 
ＮＰＯ法人などで市民活動をしている方 

市民活動を始めようと考えている方 

 

（４）告知・広報 
①事業団情報誌ＳａＣＬａ、さポットへ掲載 

②チラシ配付等 

 

（５）講師 
小林 玲子 氏（IT研修講師・IT コーディネータ） 

IT 研修講師として東京・埼玉を中心に活動中。 

小学生向けのプログラミング講座から企業内 IT 研修まで幅広く担当。 

また、経済産業省推奨 IT コーディネータとして中小企業などデジタル化、 

DX 推進を支援。主に、Web サイトと SNS を活用した集客・売上アップを 

中心に IT全般をサポート。商工会議所・埼玉県産業振興公社等に専門家登録。 
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（６）開催日等 
令和４年 11 月 20 日（日）・27日（日）全２回 １４：００～１６：３０ 

場所：浦和コミュニティセンター IT 研修室 

定員：１５名 

 

（７）申込方法 
令和４年９月 17 日（土）１０：００から電話、メールでの受付（先着順） 

９月 18 日（日）からは窓口でも受付可 

 

（８）持ち物 
・筆記用具  

・Web メールアドレスとそのパスワード 

（または、当日スマホをお持ちいただける方は、スマホで受信できるメールアドレス） 

 

（９）動画配信について 
講座終了後に動画を作成して配信予定。 
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令和４年度さいたま市市民活動サポートセンター 

市民活動に関する学習の機会の提供業務 

著作権講座 
 

（１）目的 
昨年度コロナ禍でも活動をＰＲできるよう「動画編集講座」や「ショートムービー作

成講座」を開催したように、様々な活動団体が活動のＰＲや報告のための動画を制作

しています。当センターの運営協議会や利用団体から動画配信に使用する音楽など

の著作権について知識をつけたいとの要望がありました。このことから市民活動団

体に向けて、著作権を学ぶ講座を実施することでより一層の活動の促進を目的とし

ます。 

 

（２）概要・内容 
著作権とは音楽のみならず多岐にわたる権利のため、今回は YouTube などを使用し

ての動画を配信することに内容を絞り、想定される音楽を中心とした著作権に関す

る知識を学びます。 

 

（３）対象者 
ＮＰＯ法人などで市民活動をしている方 

市民活動を始めようと考えている方 

 

（４）告知・広報 
①事業団情報誌ＳａＣＬａ、さポットへ掲載。 

②チラシ配付等 

 

（５）講師 
一般社団法人日本音楽著作権協会 派遣講師 

 

（６）開催日等 
令和４年 12 月３日（土）全１回 14:00～16:00 

場所：下落合コミュニティセンター 第２・第３集会室 

定員：15名 

 

（７）申込方法 
令和４年 10 月８日（土）10：00 から電話、メールでの受付（先着順） 

 

（８）持ち物 
・筆記用具 
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令和 4 年度さいたま市市民活動サポートセンター 

市民活動に関する交流の促進業務 

さポット交流カフェ 
 

（１） 目的 
市民活動団体に所属する方、市民活動に関心のある方など、様々な立場の人が気軽

に交流し、知り合い、意見交換する交流を開催することで、参加する方々が行って

いる活動の実例や視点を知り、自身の活動のヒントとしていただくことを目的と

します。 

 

（２） 内容 
市民活動団体に所属する方、市民活動に関心のある方など、様々な立場の人が気軽

に交流し、知り合い、意見交換する交流会を行います。 

 

（３） 対象者 
ＮＰＯ、市民活動をしている方または市民活動を始めようと考えている方 

 

（４） 告知・広報 
① 事業団情報誌ＳａＣＬａ、さポットへ掲載。 

② チラシ配付等 

③ 市報さいたま 10 月号 

 

（５） 講師 
堀山康行氏、関根美帆氏（会議ファシリテーター普及協会五霞支部） 

 

（６） 開催日等 
令和４年 12 月 10 日（土）13:30～16:00 

場所：中央ラウンジ 

定員：24名 

 

（７） 申込方法 
令和４年 10 月 15 日（土）10：00 から電話、メールでの受付（先着順） 

 

（８） 持ち物 
筆記用具 
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令和４年度さいたま市市民活動サポートセンター 

市民活動に関する学習の機会の提供業務 

ポスター・チラシ作成講座 
 

（１） 目的 
市民活動団体の広報手段としてポスターやチラシは重要な広報手段です。活動団体

がポスターやチラシを作ることができるようになることで、会員募集、活動紹介、イ

ベント・講座の周知をより効果的に行えるようになることを目的とします。 

 

（２） 概要・内容 
無料で使えるオンラインのグラフィックデザインツールの「Canva」を使用し、簡単で

きれいなポスターやチラシのつくり方を学びます。 

※「Canva」は SNS の投稿、ロゴ、プレゼンテーション、ポスター、動画、ロゴなど、

さまざまなものを作成できます。 

 

（３） 対象 
ＮＰＯ、市民活動をしている方または市民活動を始めようと考えている方 

 

（４） 告知・広報 
① 事業団情報誌ＳａＣＬａ、さポットへ掲載。 

② チラシ配付等 

 

（５） 講師 
鈴木佐登美（八王子市民活動支援センター） 

 

（６） 開催日等 
令和４年 12 月 17 日（土）回数１回 13:30～16:00 

場所：宮原コミュニティセンター 第５集会室・第６集会室 

定員：15名 

 

（７） 申込方法 
令和４年 10 月 22 日（土）10:00 から電話・メールにて受付（先着順） 

 
（８） 持ち物 

・筆記用具 
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令和４年度さいたま市市民活動サポートセンター 

市民活動に関する学習の機会の提供業務 

資金調達セミナー 
 

（１）目的 
市民活動を持続し、安定し育んでいくために欠かせない「資金」。重要な課題と分か

っていても、どうはじめて良いのか分からない方も多くいると思います。「資金調達

てなに？」「どんな手法があるの？」など、この講座で資金調達のことを学び、団体

が人々とつながる活動資金を得て、団体の持続可能で安定した運営の向上となるは

じめの一歩をふみだすことを目的とするものです。 

 
（２）概要・内容 

必要な活動を継続するための資金調達とは何か。また、資金調達に取り組む前に必要

なことや考え方など基礎知識を学んでいただけます。 

 

（３）対象者 
ＮＰＯ、市民活動をしている方、 

市民活動を始めようと考えている方 

 

（４）告知・広報 
①事業団情報誌ＳａＣＬａ、さポットへ掲載。 

②チラシ配付等 

③市報さいたま（11 月号：予定） 

 

（５）講師 
金子 由里子氏（埼玉県共助仕掛人） 

 

（６）開催日等 
令和５年１月２８日（土）回数１回 １４：００～１６：３０ 

場所：浦和区以外の公共施設 

【RaiBoC Hall レイボックホール（市民会館おおみや）集会室８】 

定員：１５名 

 

（７）申込方法 
令和４年１１月１４日（月）１０：００から電話、メールでの受付（先着順） 

翌日から窓口受付 
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（８）持ち物 
・筆記用具 

 
（９）その他 

・プロジェクター使用予定 

 



年計 月平均 年計 月平均

473,786 467,227 481,058 447,702 204,621 255,893 21,324.4 125,498 25,099.6

11,360 10,997 7,559 8,380 4,448 3,874 322.8 1,726 345.2

109 90 72 43 21 24 2.0 8 1.6

401 360 382 62 688 347 28.9 19 3.8

団体ロッカー（大） 71 76 64 7 140 68 5.7 2 0.4

団体ロッカー（小） 197 153 141 16 274 126 10.5 4 0.8

メールボックス 133 131 177 39 274 153 12.8 13 2.6

134 150 124 113 39 48 4.0 36 7.2

データプロジェクター 71 69 57 58 19 15 1.3 6 1.2

オーバーヘッドプロ
ジェクター

2 3 3 3 1 2 0.2 0 0.0

移動式スクリーン 19 16 19 16 3 4 0.3 1 0.2

ビデオ一体型DVDプレー
ヤー

0 17 10 11 10 9 0.8 23 4.6

ブルーレイディスクプ
レーヤー

14 2 2 4 3 4 0.3 0 0.0

ワイヤレスマイク装置 22 12 12 9 2 7 0.6 4 0.8

ショルダーメガホン 1 0 0 0 0 0 0.0 0 0.0

展示パネル 5 31 21 12 1 7 0.6 2 0.4

68 72 59 65 56 61 5.1 29 5.8

7,190 9,148 9,300 8,736 2,954 4,273 356.1 2,046 409.2

コピー機 1,657 1,715 1,684 1,703 478 679 56.6 324 64.8

モノクロ印刷機 2,535 2,569 2,471 2,297 763 1,030 85.8 505 101.0

高速カラープリンタ 601 913 974 792 312 444 37.0 203 40.6

大判プリンタ 156 200 211 184 44 88 7.3 48 9.6

印刷機器以外 2,241 3,751 3,960 3,760 1,357 2,032 169.3 966 193.2

947 914 959 844 675 968 80.7 438 87.6

4,010 4,096 4,218 4,254 1,681 2,256 188.0 1,142 228.4

1,794 2,087 2,215 2,005 950 1,237 103.1 657 131.4

736 1,209 1,429 1,388 568 870 72.5 376 75.2

1,149 1,146 1,159 1,057 291 479 39.9 237 47.4

5 8 4 10 3 8 0.7 0 0.0

61,356 58,032 54,013 58,150 46,347 47,853 3,987.8 19,461 3,892.2

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 7 1.4 3 0.6

※令和元年度及び令和２年度の月平均は、休館期間中も含めて算出

※オンライン会議室は令和３年の11月から利用開始

来館者

総合案内対応

市民活動団体登録届

オンライン会議室利用

貸出機材利用

多目的展示コーナー利用

印刷作業室利用

印刷作業室利用予約

Web登録団体

団体ロッカー・メール
ボックス

ラウンジ利用予約

チラシ・ポスター設置

パソコン・コーナー利用

備品使用

Webアクセス

令和
２年度

令和３年度

さいたま市市民活動サポートセンター利用状況（年度別比較）

項目
令和４年度平成

28年度
平成

29年度
平成

30年度
令和
元年度

資料6

１



４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月

24,181 25,948 25,602 26,823 22,944

(21,368) (19,664) (20,638) (21,503) (17,397) (17,845) (25,205) (25,587) (23,511) (20,276) (18,907) (23,992)

310 316 417 358 325

(387) (322) (324) (328) (290) (329) (405) (369) (311) (332) (271) (206)

3 0 0 3 2

(3) (3) (1) (0) (0) (1) (0) (3) (7) (1) (5) (0)

9 1 4 5 0

(12) (4) (4) (1) (1) (2) (3) (3) (3) (0) (0) (314)

2 0 0 0 0

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (68)

3 0 1 0 0

(2) (2) (2) (0) (0) (0) (0) (0) (1) (0) (0) (119)

4 1 3 5 0

(10) (2) (2) (1) (1) (2) (3) (3) (2) (0) (0) (127)

19 4 3 8 2

(4) (0) (4) (1) (2) (6) (4) (7) (6) (5) (5) (4)

2 1 1 1 1

(1) (0) (2) (1) (1) (1) (0) (3) (2) (1) (2) (1)

0 0 0 0 0

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (1) (0) (0) (1) (0)

1 0 0 0 0

(0) (0) (0) (0) (1) (0) (0) (2) (1) (0) (0) (0)

13 2 2 5 1

(0) (0) (0) (0) (0) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

0 0 0 0 0

(2) (0) (2) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

3 1 0 0 0

(0) (0) (0) (0) (0) (2) (0) (0) (2) (0) (1) (2)

0 0 0 0 0

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

0 0 0 2 0

(1) (0) (0) (0) (0) (0) (3) (0) (0) (3) (0) (0)

3 4 6 11 5

(6) (4) (10) (6) (3) (3) (6) (2) (5) (3) (7) (6)

533 362 475 342 334

(437) (360) (338) (323) (196) (299) (396) (414) (383) (319) (350) (458)

74 64 75 55 56

(52) (41) (49) (46) (34) (43) (74) (61) (76) (69) (69) (65)

159 88 107 77 74

(137) (105) (93) (88) (38) (68) (90) (88) (81) (65) (73) (104)

49 38 41 38 37

(30) (32) (36) (35) (23) (33) (41) (46) (40) (30) (36) (62)

8 6 13 7 14

(8) (4) (4) (4) (2) (8) (10) (19) (4) (11) (7) (7)

243 166 239 165 153

(210) (178) (156) (150) (99) (147) (181) (200) (182) (144) (165) (220)

127 82 92 78 59

(108) (89) (79) (75) (42) (74) (86) (84) (76) (74) (77) (104)

227 276 232 229 178

(224) (174) (164) (188) (114) (158) (217) (242) (185) (202) (165) (223)

129 112 144 138 134

(58) (87) (95) (106) (93) (115) (149) (108) (100) (103) (96) (127)

86 57 79 84 70

(77) (65) (61) (68) (68) (70) (85) (87) (73) (65) (75) (76)

47 51 57 44 38

(27) (24) (41) (36) (31) (38) (52) (51) (52) (45) (41) (41)

0 0 0 0 0

(0) (0) (3) (0) (0) (0) (1) (2) (0) (2) (0) (0)

3,281 4,251 3,886 4,561 3,482

(4,349) (4,048) (4,216) (4,691) (3,840) (3,301) (4,460) (4,164) (3,541) (3,438) (3,429) (4,376)

1 0 1 1 0

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ (1) (1) (1) (3) (1)

さいたま市市民活動サポートセンター利用状況（月別比較）

項目
令和４年度

（令和３年度） 備考

来館者

総合案内対応

市民活動団体
登録届

団体ロッ
カー・メール
ボックス

団体ロッ
カー（大）

団体ロッ
カー（小）

メールボッ
クス

貸出機材利用

データプロ
ジェクター

オーバーヘッ
ドプロジェク
ター

移動式スク
リーン

ビデオ一体型
DVDプレーヤー

ブルーレイ
ディスクプ
レーヤー

ワイヤレス
マイク装置

展示パネル

多目的展示
コーナー利用

ショルダー
メガホン

印刷作業室利
用

チラシ・ポス
ター設置

コピー機

モノクロ印
刷機

高速カラー
プリンタ

大判プリン
タ

印刷機器以
外

印刷作業室利
用予約

ラウンジ利用
予約

オンライン会
議室利用

パソコン・
コーナー利用

備品使用

Web登録団体

Webアクセス

２


