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審 議 経 過         

 
案件 1 自主運営本格実施に向けた検証報告 

 
【資料 1-1「地域区民ひろば自主運営移行モデル事業に関する検証報告(概要版)」＜富士見台＞について

説明】 
 
（地域区民ひろば課長） 
 
１、検証の目的について 
 平成 25 年 10 月からの本格実施にあたり、地域区民ひろば条例に掲げる理念を十分に理解し、

適正な運営並びに事業の維持、向上がなされているかについて、NPO 法人富士見台ひろばの運営状況

を検証し、確実な自主運営の推進を図るため実施する。 
 
２、検証の対象・期間等  

事業名称は地域区民ひろば自主運営移行モデル事業、主な業務委託内容は、事業の実施に関する

こと、施設（区民集会室等）の貸出事務に関すること、 区民ひろばの日常的な管理・運営に関すること。 
運営主体は NPO 法人富士見台ひろば（区民ひろば富士見台運営協議会）。施設名称は区民ひろば

富士見台。検証期間は平成 24 年 10 月～平成 25 年 6 月。自主運営移行モデル事業実施期間(前半)平
成 24 年 10 月～平成 25 年 3 月。後半期は平成 25 年 4 月～平成 25 年 9 月。 
 
３、検証の主体及び評価方法等 
 5 段階評価及び一部記述式による利用者アンケート結果並びに NPO 法人の自己評価結果を地域区民

ひろば課が客観的に総合的に評価し、地域区民ひろば推進本部にて報告し、決定する。 
 
 ４、検証項目・総合 
 検証項目は、業務委託に関する執行が適正に処理されているかをみる「1．適正な執行・管理」と 
自主運営度をみる「2．自主運営の進捗度」の大きく二つに分け、さらに 13 の小項目を設定する。

総合評価基準を評価表１のとおり設定する。各項目別に評価し、最終的な総合評価を行う。 
地域区民ひろば課による総合評価は、自主運営前とほぼ同じ状況（現状維持）であれば、良好（基準 C）

とする。 
 
 ５、検証から導き出された自主運営移行モデル事業実施の評価 

NPO 法人富士見台ひろばの総合評価 B。行政主体から地域主体の自主運営に移行後のサービス低下は

認められていない。窓口受付及び利用者への配慮等については事務局員が適切に対応しており、

サービスの充実度が増している。 
WHO セーフコミュニティ関連事業としての出前講座の充実を図り、地域課題の解決に向けた

新たな取組みが着実に進められ、地域活動の独自性が発揮されつつある。一部、会計管理面では、

理事長の意向を汲み取った地元金融機関が職員の給料の振込みに協力し、法人運営の円滑化を図る

取組みが行われ、NPO 法人のメリットを活かした事業展開が期待される。この取り組みついては、



 

 

NPO 法人はばたけ千早（平成 25 年 4 月より自主運営開始）にも見られる。 
 
 今後の課題・方針 
 広報誌の作成やホームページの定期更新等、広報活動の充実を図るなかで、さらなる地域住民の参画

と地域に開かれた施設運営を目指していく。理事会等、意思疎通の場の充実を図り、さらなる組織の

能力向上を目指していく。 
 
 ６、財政効果 

年間施設維持管理経費（大規模修理費用、清掃・警備委託等保守委託費用を除く）委託前は

29,094 千円。委託後は 24,326 千円で財政効果は 4,768 千円。 
 
 ７、まとめ 
  検証の結果、総合評価は B となり、『良好であり本格実施に移行できる』と判断。NPO 法人富士見台

ひろばは、理事長、役員、事務局員らが地域区民ひろば条例に基づく理念を十分に理解し、円滑な事業

運営が図られ、業務委託にかかる経費も適正な執行、管理が行われている。 
モデル事業前半期の事業実施回数並びに利用者数は委託前と比べて減少しているが、同事業の

後半期には、両項目とも増加傾向に転じ、安定した施設運営が期待できる。また、常駐された CSW の

個別相談支援等の活動も順調に実施され、今後、区民ひろばにおける相談機能の充実が図られるものと

期待される。なお、自主運営の進捗度をはかる「施設運営の変化」及び「施設運営の満足度」に関する

アンケート調査結果では、自主運営化したことによるサービスの低下は認められなかった。 
運営協議会による自主運営化が各所で進み、セーフコミュニティの活動と相まって、「地域の絆を結ぶ

拠点」にふさわしい区民ひろばとして大きく展開できるよう、区民ひろば富士見台（NPO 法人富士見

台ひろば）の事業展開を踏まえ、自主運営のあり方について、さらなる検討を重ねていく。 
 
 
 【資料 1-2 地域区民ひろば自主運営移行モデル事業に関する検証報告＜富士見台＞について説明】 

 

(地域区民ひろば課長) 
 
P4 の受託前後の事業数、相談件数、利用人数の比較について。相談件数が委託前 44 件から委託後

15 件へと減少している主な原因は、富士見台に常駐しているＣＳＷへ相談が移行したものと考えられ

る。 
 
P9 の運営主体が変わったことによる施設運営の満足度について。利用者のアンケート結果では利用者

の 9 割が、また、法人の自己評価結果では、法人理事、事務局員の 9 割強が区民ひろばは『自分の人生

に役立っており、今後も利用したい、利用したいと思っている』としている。自主運営開始直後の満足

度としては十分な結果が得られた。 
 
P10 の地域の独自性について。業務委託後、区民ひろば活動の活性化に向けて、WHO セーフコミュ

ニティ関連事業としての出前講座（防災講座、交通安全・防犯講座、障害者福祉関連講座等）の充実を

図る取組みが実施されている。今後はひろば事業とセーフコミュニティ活動との融合により、地域活動



 

 

の独自性が芽生え、地域課題の解決に向けた実践が期待される。理事長の考えの下、出前講座は特に

積極的に行っていく。 
 
P12 の組織の能力向上について。組織の能力向上には、業務遂行に関する理事と事務局員間との

コミュニケーションが不可欠となる。委託後、当 NPO 法人の理事の中から住民監査請求がなされた事

もあり、NPO 法人としての決定事項にかかる意思疎通は、『不十分である』という数値を踏まえ、一部

改善の余地も否めない。また、担当者同士の連絡体制は、「十分・ほぼ十分」とする割合が約 6 割であ

り、今後理事会などを通じて理解の共有化を図り、さらなる組織の能力向上に向けた取組みが今後期待

される。 
 

NPO 法人富士見台ひろばについては以上。 
 
 

【資料 2-1「地域区民ひろば自主運営移行モデル事業に関する検証報告(概要版)」＜高松＞について説明】

 
１、検証の目的 
平成 25 年 10 月からの本格実施にあたり、地域区民ひろば条例に掲げる理念を十分に理解し、適正 
な運営並びに事業の維持、向上がなされているかについて、NPO 法人おおきな木の運営状況を検証し、

確実な自主運営の推進を図るため実施するものである。 
 
２、検証の対象・期間等 
事業名称は地域区民ひろば自主運営移行モデル事業。運営主体は NPO 法人おおきな木（区民ひろば高

松運営協議会）。施設名称は区民ひろば高松。検証期間は平成 25 年 1 月～平成 25 年 6 月。自主運営

移行モデル事業実施期間(前半)は、平成 25 年 1 月～平成 25 年 3 月。後半期は平成 25 年 4 月～

平成 25 年 9 月。 
 
３、検証の主体及び評価方法 
5 段階評価及び一部記述式による利用者アンケート結果並びに NPO 法人の自己評価結果を

地域区民ひろば課が客観的に総合的に評価し、地域区民ひろば推進本部にて報告し、決定する。 
 
４、検証項目・総合評価基準 
検証項目は、業務委託に関する執行が適正に処理されているかをみる「1．適正な執行・管理」と 
自主運営度をみる「2．自主運営の進捗度」の大きく二つに分け、さらに 13 の小項目を設定する。 
総合評価基準を評価表１のとおり設定する。各項目別に評価し、最終的な総合評価を行う。 
地域区民ひろば課による総合評価は、自主運営前とほぼ同じ状況（現状維持）であれば、

良好（基準 C）とする。 
 
５、検証から導き出された自主運営移行モデル事業実施の総合評価 
自主運営の効果 
行政主体から地域主体の自主運営に移行した後のサービス低下は認められない。窓口受付及び利用者

への配慮等については事務局員が適切に対応しており、サービスの充実度が増している。 



 

 

法人理事と事務局とが一体化され、運営協議会で培った企画力にさらに磨きがかかり、自主運営の 
目的である地域課題の解決に向けて、独自性のある事業展開が期待される。 
 
今後の課題・方針 
ホームページの定期更新等、広報活動の充実を図るなかで、さらなる地域住民の参画と地域に

開かれた施設運営に取り組んでいく。 
高松は委託料のみに頼らない NPO 独自の運営について検討をはじめており、さらなるステップ

アップが期待されている。その一方で、区との関与についての誤解を生むこともあり、今後は町会を

含め互いの信頼関係に磨きをかけ良きパートナーを目指していく。 
 
６、財政効果 
年間施設維持管理経費（大規模修理費用、清掃・警備委託等保守委託費用を除く）は委託前が

35,430 千円。委託後は 24,854 千円。財政効果は 10,576 千円。 
 
７、まとめ 
検証の結果、総合評価は B となり、『良好であり本格実施に移行できる』と判断。 

NPO 法人おおきな木は、理事長、役員、事務局員らが地域区民ひろば条例に基づく理念を十分に 
理解し、円滑な事業運営が図られ、業務委託にかかる経費も適正な執行、管理が行われている。 
自主運営開始直後の 1 月は、事業実施回数並びに利用者数に一時的な減少がみられたが、これ以降、

両項目とも委託前の件数を上回る結果となっている。また、相談件数の減少は、相談内容が簡易な問い

合わせ程度に留まるものを除いた数値であり、集計の取り方については直営館も含めて統一を図ってい

くものである。なお、自主運営の進捗度を図る「施設運営の変化」及び「施設運営の満足度」に関する

アンケート調査結果では、自主運営化したことによるサービスの低下は認められなかった。 
運営協議会による自主運営化が各所で進み、セーフコミュニティの活動と相まって、「地域の絆を結ぶ

拠点」にふさわしい区民ひろばとして大きく展開できるよう、区民ひろば高松（NPO 法人おおきな木）

の事業展開を踏まえ、NPO 法人が考える新規事業の実現に向け、課題の整理を図りながら、自主運営

のあり方について、さらなる検討を重ねていく。 
 
 
【資料 2-2 地域区民ひろば自主運営移行モデル事業に関する検証報告＜高松＞について説明】 
 
P10 の多様な地域団体との協働について。「防災・防火展」は、町会、民生児童委員、消防署、

区防災課、社会福祉協議会の協力を得て実施された地域団体との協働事業である。業務委託後は、

運営協議会での企画事業が NPO 法人の独自事業として継続し、地域課題の解決につながる取組みを

通じて、まちづくりを推進する一助になるものと期待される。 
 

P10 の地域の独自性について。当該ひろばの事業企画は、『オープンガーデン』のような地域開放事業

をはじめ、『戦争を語る』等の独自性の強い事業や集客率の高い『ホワイトフェスタ』等多種多様であ

る。法人化以降も運営協議会で培った企画力にさらに磨きをかけ、自主運営の目的でもある地域課題の

解決に向けた地域独自の事業展開が期待される。 
 



 

 

P11 の自主運営の認知度について。NPO 法人おおきな木が自主運営を行っていることに関する認知度

は利用者アンケートの回答者全体の約 8 割であり、自主運営が区の業務委託により行われていることに

関する認知度は全体の 7 割と双方高い数値である。今後は、新規利用者の増加を図りながら、法人運営

の活性化と独自性のある企画事業を通じて、さらなる認知度の向上に向けた取組みが期待される。 
 
NPO 法人おおきな木については以上。 

 
NPO 法人富士見台ひろば、NPO 法人おおきな木の 2 法人については、いずれも総合評価は B となり、

平成 25 年 10 月以降本格実施への移行が承認された。 
 
 
【質疑応答】 
 
(副区長) 
NPO 法人おおきな木における独自の事業とは何か。 
 
(地域区民ひろば課長) 
区民ひろば高松の屋上に庭園を造り、そこで作物を収穫し販売したり、あるいは貸庭園として収益を

あげて地域に開放し収益をあげるなど。また、区民ひろば高松の 1 階にある療浴室をキッチンに改修し、

隣接するガーデンで軽食を振る舞うなども将来的に考えている。 
 
(副区長) 
そのような企画を展開する目的は自主財源を確保することが目的か。 
 
(地域区民ひろば課長) 
自主財源確保もそうだが、NPO 法人として地域に様々な事業、サービス、憩の場の提供が狙いである

と考えている。 
 
(副区長) 
企画を考え展開することは非常に良いことだが、自主運営に移行している法人には、施設の運営にあ

たり可能な事、不可能な事をはっきりと伝え、課題整理をしていく事が求められる。 
 
(副区長) 
NPO 法人富士見台ひろば、NPO 法人おおきな木については 10 月より本格実施に移るが他の法人の状

況はどうか。 
 
(地域区民ひろば課長) 
NPO 法人はばたけ千早が 10 月からモデル事業の後半に移り、推進本部で検証結果を報告後、次年度

より本格実施に移行する予定。また、区民ひろばさくらは平成 25 年 7 月 31 日に東京都より NPO 法人

ひろばさくらの認証を受け、10 月 1 日からのモデル事業にむけて準備を進めている。 
 



 

 

 

(福祉総務課長) 
現在介護保険の見直しが行われており、介護予防を国の制度から切り離す議論があるなかで今後ボラ

ンティアや NPO に大きな期待が寄せられている。区民ひろばでは NPO が活躍していることから、区

民部と保健福祉部と連携し新たな可能性を模索することが求められる。 
 
(地域区民ひろば課長) 
既に、認知症についての講座をおこなっている NPO 法人、区民ひろばも存在する。区民ひろばは地域

のコミュニティ拠点、セーフコミュニティの拠点でもあるので、検討のうえ関心のある NPO から連携

をしていきたいと考える。 
 
(子ども家庭部長) 
認知症の講座について、高齢者福祉課や他課との連携はどうなっているのか。 

 
（地域区民ひろば課長） 
 認知症については講演会を実施し、社会福祉協議会や高齢者福祉課においては案内にとどまっている。

NPO としては講演会をきっかけに今後に活かしていきたいと考えている。 
 
(子ども家庭部長) 
厚生労働省のオレンジプランなどのように地域での医療、介護の強化、連携が進められていくであろ

う。今後は、より一層の地域のボランティアや NPO をまきこんだ手厚い仕組みが求められる。 
 
(副区長) 
質問がなければこれで終了する。 

 
 


