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【記入要領】 
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（１）支援センターの管理運営に関する基本方針 

基本は八王子を中心にした市民活動の活性化支援であり、下記方針で活動します。 

  ① 市民活動を希望する市民への親和性とスムーズなパイプの強化を図ります。 

  ② 市民活動団体との連携ネットワークの強化（市民活動団体の綿密な把握とデータ

の収集、更新維持）を図ります。   

  ③ 市民活動活性化のための具体策実施（教育・啓蒙・ＰＲ等）を行ないます。 

  ⑤ 活動の公開と個人情報保護対策の実施を行います。 

  ⑥ 支援センター・スタッフの教育・人材育成を行ないます。 

  ⑦ 業務の改善、効率化の推進を行ないます。 

  ⑧ 地域社会との関係構築（地縁型組織・学校・企業等）を図ります。 

 

（２）具体的な方針 

・事業計画の立案にあたり、事業の性格上、数量的目標より、定性的目標が多いが、目

 標設定段階で数値化できる事業は、出来るだけ具体的な目標を設定し業績の評価に反

 映します。 

・達成に向けた取り組みとしては、毎月開催の支援センター例会（スタッフ全員参加） 

 で各担当部門から前月の活動状況並びに実績報告を受け実績の把握と改善策をその都

度、検証して達成度を高めます。 

・期中モニタリング自己評定は効果的に活用します。 

・四半期毎に開催される八王子市民活動協議会の「企画運営会議」に支援センターの四 

 半期の活動と実績を審議に付し、指摘事項は即時 改善に取り組みます。 

・地域主権、住民自治という流れの中で、地域の住民組織である町会・自治会と市民活 

 動団体、行政との協働による地域課題への取り組みを進めていきたいと思います。具 

 体的には地域での先進的事例を取材して「市民活動通信」やホームページで紹介する

 等の活動に繋げていきます。 

・年度末には事業計画の遂行状況を年度「事業報告書」に取りまとめ総括（課題と評  

 価）して、次年度計画に反映します。 

 

 

（３）事業内容と目標 

 事業の実施スケジュールは別紙１－１、１－２参照 

１．施設管理 

・管理運営については、現陣容１０名を適正配置して対応します。（但し２５年度よ

り１１人体制） 

・毎年、年度末には、「施設・会議室利用状況報告書」や「市民活動満足度調査報告

書」等を作成します。また、市民の評価や要望を収集し調査した結果を業務に反映

し、市民サービスの向上に努めます。 

・市民満足度調査の評価は９０％以上、会議室利用率は登録団体を増やして７０％以

上を目指します。 

・施設は駅に近く、手狭ですが、市民活動に関するあらゆる公共サービスが提供出来

るコンビニ機能を目指します。支援センターのキャチフレズ～は“つなぐ、ささえ

る、みんなの想い”～とします。 

２． 市民、市民活動団体等との連携、交流 

・支援センターの本来事業である相談業務の展開は当然のことですが、啓発活動（諸

講座開催）、広報活動、ゆめおりフアンド事業（仲介機能）や八王子市民活動協議

会の独自事業支援を通してコーディネーター機能を発揮し市民、市民活動団体、企

業、大学、行政等とのネットワーク化を形成します。 

２ 



 

 

・地縁型組織、町会・自治会については広報活動（「市民活動通信」）等の情報媒体

を活用し、町会・自治会と市民活動団体との連携素材ニュースを取材掲載し町会・

自治会回覧や相互の機関紙に記事の交換を企画します。 

・地域まちづくりに関する助成金情報を提供します。 

３、情報の収集・提供 

・市民活動団体情報資料は当面約５００団体を目標にしてデータベース化し、市民用

パソコンで検索出来るように２年計画で取り組みます。 

・地域の市民団体や企業を訪問し情報を収集します。 

・平成２７年度に各種データベースの整理･統合をします。 

４、 広報活動 

・広報誌「市民活動通信」を隔月（１日付け発行）で５、０００部発行します。 

   今後も積極的に、新たな配布先を開拓します。 

   平成２５年から臨時号を年２回（春、秋季）追加発行し市民活動を支援します。 

   平成２５年からの広報体制強化と担当者交代も意識して人員強化を行ないます。 

   平成２５年度に支援センター「１０周年記念誌」を発行します。 

「メールマガジン」を毎月末に１回、年１２回配信します。 配信目標数２５０～

３００通を目指します。 情報が多い場合は臨時号を適宜配信します。 

「支援センター事業報告書」（広報用事業年報）を年度末に１回、発行します。 

５、 啓発・人材育成 

・八王子市の市民活動団体を紹介する「アクティブ市民塾」を毎月１回実施します。 

実施回数年１２回、参加者目標数２５名前後（会議室利用椅子席定員数３０名） 

・市民活動団体を支援する「市民活動支援講座」を年４回実施します。 

市民活動団体同士の連携、交流を深める講座を年２回。 

   市民活動団体の活動のための基礎知識やノウハウを習得する講座を年２回。 

各々、参加者目標数は机上型講座につき２０名程度を予定しています。 

・平成２３年度に「アクティブ市民塾」の「１００回記念誌」を発行します 

６、 相談業務 

窓口、電話相談はセンター長、副センター長、女性スタッフ３名（２５年度から４

名）で当番制を組んで対応します。 

専門相談はＮＰＯ法人等と連携（知的財産、行政、労務、税務、司法等）して対応し

ます。  

相談内容の高度化、多様化で相談技術、専門知識、情報処理能力、人脈等の向上策が

求められます。外部研修、現場職場体験、職場内ＯＪＴ（コディネート事例）や関連

図書、資料を整備します。 

７、 ゆめおりフアンド 

 ・当面、経営資源マッチングシステム（人、物、資金、物等）の内、第一段階として

備品提供システム（物の支援）に取り組みます。 

物品提供元（企業、団体、個人）や提供先（ＮＰＯ法人、市民活動団体）への普及

啓蒙活動を展開します。 

・ 特に将来の寄付社会の到来に備え、市民活動団体の信頼性、透明性を高めるため

に日本財団が運営するＣＡＮＰＡＮ登録の推進とポータルサイトの充実活用に取

り組みます。 

・平成２５年度から人の支援（予算処置が必要）活動にも取り組む予定です。 

この活動を通して、企業ＣＳＲと市民活動団体との新たな連携に繋げます。 
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・その他 

① 自主事業 

当面、啓発活動の「市民活動支援講座」を有料化事業として開催します。 

② 調査研究 

・施設・会議室利用状況報告書」 

・市民満足度調査報告書」を毎年作成し公表します。 

・ 検討課題として市内「企業ＣＳＲの実態調査」や「ＮＰＯ法人の活動実態調査」

を企画したい。 

８、前項に掲げた目標を達成するため、女性スタッフ、非常勤スタッフの待遇改善を

進め、サービスの安定、向上に努めます。 

 

（４）管理運営を適正に行うための人員体制（研修体制等含む） 

施設の管理運営は現行の９名＋１名（夜間専門）は最低限必要です。 

日中は最低２名（施設利用者の安全管理上）、夜間は男子１名（午後５時～９時） 

・常勤  センター長  １名 週 ５日勤務  

・常勤  副センター長 １名 週 ５日勤務 （現行4日勤務） 

・コーディネーター   ３名 月１５日勤務（窓口対応等）、２５年度から４名体制 

・専 門 職      ４名 在宅勤務（夜間兼務） 

（広報担当１名、啓発担当１名、情報担当１名、ファンド担当１名） 

・パート勤務（夜間専門）１名 

 

（５）個人情報保護対策及び管理運営の透明性を図るための情報公開の取組み 

１、個人情報保護対策 

八王子市市民活動支援センター「個人情報保護基本規程」（平成１７年９月１４日から

施行）に基づき対策を講じています。 

特に当センターが安心して利用頂けるよう以下の「個人情報保護方針」を施設内に掲示

し周知徹底を図っています。 

① 適切な個人情報の収集利用及び提供 

② 個人情報への安全処置 

③ 法令及び規範の遵守 

④ 個人情報保護に関するコンプライアンス（法令遵守）・プログラムの継続的改善の実施

・情報セキュリティ委員会の運営 

個人情報を適正に保護・管理することを目的として「情報セキュリティ委員会」を設

置し実践的な管理・運営を行います、また万一事故発生の場合は適切な対応を図り、

早急な処置を取ることを任務としています。 

「情報セキュリティ委員会」は協議会理事長の指名に基づき支援センター長が個人情報

保護管理者、監査責任者や教育担当者を任命、委員会を構成（構成委員・支援センタ

ー全スタッフ）し、緊急連絡網の整備、日常業務チエックの実施，初期対応と訂正処

理等の運営をいたします。 

委員会は年２回開催し、年度監査結果の報告と改善策の検討や委員会委員を対象者と

した教育担当者による教育研修会を実施します。 

監査責任者は公平かつ客観的な立場で、個人情報保護の管理が適正に実施されている

か年１回監査を実施し監査の結果の評価と改善指導を行います。 

２、管理運営の透明性を図るための情報公開の取り組み 

情報提供の手段としては、広報誌「市民活動通信」、「ホームページ」、「メールマガ

ジン」等の情報媒体や「センター事業報告書（年報）」等を PR に有効利用し積極的に

情報を開示致します。 

４ 



 

 

特に紙面等で制約がない、ホームページには｢基礎情報｣（事業内容）、「年度計画」、

「事業報告」、「年度市民満足度調査書」等を開示致します。 

 

（６）安全管理体制、緊急時における対策等危機管理体制 

・当支援センターが入居しているビルを管理する大星ビル管理会社の管理指導のもと 

  消防法で定められた自衛消防訓練（消火、通報、避難、安全保護、応急救護訓練  

  等）に参加や「防火上必要な教育」実施に出席して体験訓練学習に努めています。 

・同じフロアー（５階）に同室している「（社）八王子観光協会」がビル管理会社から 

 の依頼で、年１回定期検査（建物構造、避難施設、電気設備，火気使用設備器具）を 

 実施した結果の報告を受けます。 

・応急手当ＡＥＤ設置場所（４分以内）の案内掲示や地元明神町防災防犯マップを掲示 

 します。 

・年１回、「（社）八王子観光協会」との合同で避難非常階段や消火器使用の体験訓練 

 に参加致します。 

・緊急対策として、ファルマ８０２ビル管理会社の緊急連絡先や支援センタースタッ 

 フ、行政との緊急連絡網を整備し対応致しております。 

・（福）八王子市社会福祉協議会より「災害時支援ボランティアコーディネーター」と 

 してスタッフ３名が任命され指導訓練や体験学習を習得しています。 

 この経験を緊急時に生かします。 

 

（７）苦情解決体制について 

支援センター「個人情報基本規定」に基づき、苦情相談責任者（支援センター長）、相

談窓口担当者（副センター長兼事務局長）を通じて適切な実務と対応を図る体制を組ん

でいます。 

具体的には「接客対応」（おもてなしの心）と「苦情対応マニュアル」を活用致してお

ります。 

・苦情発生対応マニュアルの主な内容は 

 ①お客様の苦情をよく聞き状況を把握する。 

 ②お客の怒りに対して理解していることを示す。 

 ③不快な思いをさせたことについては謝罪する。 

 ④苦情内容によっては上司に報告し解決策等を提示する。 

⑤ 苦情相談カード」に記録し、月例会議に報告しスタッフ全員の共有情報にする。 

・定期的にスタッフミーティングを行い全員で話し合うことを慣例に致します。 

 

（８）自己評価（マネジメントサイクル）の取組みについて 

期中モニタリング(事業評価)シートに基づき、年度期間中に適宜、評価項目を担当者と

一緒に達成状況の自己評価を実施します。 結果は三段階に数値化（Ａ，Ｂ，Ｃラン

ク）し公表、スタッフで共有化します。 

Ｃランク評価事業は即時、改善策を講じます。 

 

（９）環境への配慮の考え方と取組みについて 

平成２１年度から指定管理者施設にも「八王子市環境マネジメントシステム」が導入

され、率先して環境に配慮した日常活動に取り組んでいます。 

・組織的には施設利用者等への啓発活動や職員研修等に対応するため、環境推進責任者 

（事務局長）、推進委員を任命し啓蒙活動に取り組んでいます。 

・具体的には夏の省エネルギー対策のため冷房中の室温を２８度に設定致します。 

６月１日から９月３０日までクールビズ（軽装）で勤務致します。 
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・「環境マネジメントシステムハンドブック」の各自保存、年１回の研修会の教材とし 

 て活用致します。 

 

・八王子市環境基本計画の基本目標（望ましい環境像）を執務室内に掲示して啓発し周 

 知致します。 

・「会議室利用カード」に施設利用時の注意を明記し、環境配慮に協力頂きます。 

 ごみの持ち帰り、窓のブラインド利用による室温調整、エアコンの設定温度の注意な 

 ど。 

・ごみ分別の徹底、使用済み封筒の再利用、事務用品のグリーン購入、良好な施設環境 

 づくりにも取り組んで行きます。 

・年１回の外部監査には適切に対応して環境改善に努めます。 

 

（10）施設の設置目的を踏まえた利用者の満足度を高める方策 

・利用者の期待と信頼に応えるため年１回の「市民満足度調査」、毎月開催の諸講座の 

 「アンケート調査」や年１回の「施設・会議室利用状況報告書」等を継続的に実施し 

 調査結果を集計、分析し公表します。 

・調査結果を経営の指標と捉え利用者の満足度を把握、認識し、さらに利用者のご意見 

 や要望に応えるため、組織やスタッフ一人ひとりが主体的に業務の改善とサービスの 

 質的向上に努めます。 

・公設民営の特色である「市民力」を活かした魅力ある施設づくりに取組みます。 

 

（11）職員の研修計画について 

支援センター機能の発揮は人材の育成にあり、特に相談業務やコーディネート能力の

一層の向上を図る必要があります。 

仕事に関する知識、企画力、情報処理能力、相談技術等の向上策として職場でのＯＪ

Ｔ、社外研修、現場体験学習等の研修計画を策定し実施して参ります。 

１．外部研修 

従来どおり、積極的奨励策として研修費用の全額または一部負担や参加の機会を意図

的に与えます。 

研修会参加者の報告書の提出と閲覧によりスタッフ全員で専門知識の共有化を図りま

す。また参加者との新たな人的なネットワークづくりにも努めます。 

２．現場体験学習 

市民活動団体の実態とニーズ把握には、自分から団体訪問や主催団体のベント等に積

極的参加し信頼関係や人的ネットワークを築く等、現場志向の教育を定着させます。 

３．ＯＪＴの実施 

人材育成の基本は職場での日常教育にあります。 

仕事を通して仕事に必要な知識、技術、技能、態度など指導，習得させ全体的な業務

処理能力や力量を育てる職場風土を醸成します。 

特に、窓口を通しての市民ニーズの把握、コーディネート事例の経験、人事ローテー

ションによる多能型人材づくり等、日常業務に取り入れ人材育成に役立てます。 

 また新しい関連図書や資料を整備し知識の習得に努めます。 

６ 



 

 

（12）その他申請者として特筆したい事項について 

 

今回の計画は１０年計画ということですが、現時点で１０年先を見越すことは不可能に

近いので、基本的には前期５年（平成２３年～２７年）と後期５年（平成２８年～３２

年）に分け、前期５年については具体的な計画とし、後期５年については前期5年の最終

年度の平成２７年度の延長線で考えた計画となっています。以上の前提で下記事項を提

案いたします。 

（１）前期５年の経過時点で、後期５年の計画について八王子市と協議会は見直しを行

なうこととします。 

（２）ファンド事業については「物のファンド」をベースに計画が作成されておりま

す。「人、金のファンド」については今後の研究結果に基づいて付加することと

して、予算及び担当スタッフが増加する場合は別枠で考えます。 

（３）フロアについては現時点でも不十分ですが、改善要望を出していますので、実現

の時点で、どうするか検討することにして、今回の予算には含めておりません。 

（４）将来構想としては南大沢地区、恩方地区等への支所設置を希望しますが、諸般の

情勢から計画には入れておりません。 

（５）人件費については現時点の経済状況を踏まえて計画してあります。大きなインフ

レ等大幅な変動があった場合は八王子市の対応方針に基づき検討願います。 

７ 


