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平成３０年度 協働事業 中間ヒアリング調書 
      平成 30 年 9 月 1 日 

事 業 名 不登校・ひきこもり改善・自立支援事業
□行政提案型協働事業 

■市民提案型協働事業 

団 体 名 特定非営利活動法人ぜんしん 担当課名 健康・こども部 青少年課 

事業の進捗状況 

■ 予定どおり  □ 遅れている   

【今年度の進捗状況（事業実績等）】下記の通り、本事業を実施した。 

a)日時：第１回 5 月 12 日(土)、第 2回 6月 30 日(土) 10 時から 18時 

b)場所：平塚市青少年会館 

c)出席者：青少年相談室：5名 / NPO 法人ぜんしん：3名 

d)参加者：第 1回 8名、第 2回  8 名  ※計 16 名(2 回/全 6 回を予定) 

 e)主な活動内容：相談スペースとフリースペースを設け、不登校やひきこもりの本人

あるいは家族の方の希望に応じた対応を取れるよう配慮を行い、相談が必要となっ

た場合は市の相談員と団体スタッフが、各参加者の相談に応じた。 

【予算執行状況  執行済額： 108,856 円 ／ 予算額： 362,580 円 】 

団体・担当課 団 体 担当課 

課題 

（困っているこ

と） 

市内外の行政機関(保健福祉事務所ほか)

から当事者親子のご紹介を受け､本事業の

相談等を利用する方は増えているが､若年

層の参加人数が伸び悩んでいる。また､リ

ピーターの自立意欲を高める工夫が必要。

昨年同様､青少年課が管轄している世代

(20 歳未満)の参加が少なく､青少年へのよ

り一層の周知が課題と感じた。企画そのも

のに変化がなく､参加者が横ばい状態にあ

り､新たな参加者を増やす打開策が必要。 

課題の改善策 

若年層の参加を促す為､「チラシ」の改編

と周知先を再検討する。また、若年層が参

加しやすいゲームを活用することに加え、

リピーターが当該事業から自立できるよ

うに新たな支援メニューを追加したい。 

■アドバイスが欲しい 

周知を高めるために公共施設などへチラ

シ配架やポスターの掲出を依頼しアピー

ルの強化を図る。また、事業内容に変化を

つけ、より魅力的な企画を発案し、新たな

る対象者にアプローチをする。 

■アドバイスが欲しい 

事業終了後の 

具体的な展開 

※下欄 

次年度以降の展開

（事業をどのように

活かしていくか等）

や、上記の選択項

目の補足をご記入

ください。 

■双方で実施（□提案型 ■提案型以外）

□団体が単独で実施 

□行政が単独で実施 

□今年度で休止または終了 

□その他（             ）

■双方で実施（□提案型 ■提案型以外）

□団体が単独で実施 

□行政が単独で実施 

□今年度で休止または終了 

□その他（             ）

当事者親子が外へ出るきっかけづくりの

居場所を提供して来た。今後､彼らの入口

となる居場所から自立を促していく為､

支援メニューを拡充した事業を受託予定。

本事業は協働型委託事業として実施予定。

協働のポイント 

※出来ていると思う

ものに を入れてく

ださい。

目的の共有ができている 

適切な役割分担になっている 

十分な協議ができている 

対等な立場で協働している 

協働による相乗効果がある 

目的の共有ができている 

適切な役割分担になっている 

十分な協議ができている 

対等な立場で協働している 

協働による相乗効果がある 

意見交換の内容・ 

その他気付いた点 

（双方合同で記入） 

（上記、各項目で相違点があった場合に話し合った内容や、お互いに意見交換したことなど） 

事業実施に向けて、団体と担当課で頻繁に打合せを行っている。事業実施の準備段階で

は、双方の懸案事項等を確認し、また、事業実施後には、「振り返り」や「事業実施報

告書」等を通して、意見交換を重ねており、双方で意見の相違は生じていない。 

※現段階で可能な項目のみ記入してください。 
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団体 担当課

28 12 28 青少年相談室 提案事業企画検討打合せ 柳川 大野､大内田ほか

29 1 16 青少年相談室 提案事業企画検討打合せ 柳川 大野､大内田

3 28 青少年相談室 事業提案に向けた意見交換 柳川 大野､大内田､郡司

5 16 青少年相談室 事業提案に向けた協議 柳川 大野､大内田､郡司

5 31 青少年相談室 「事業提案書(平成29年度の写し)」を提出 郡司

6 2 青少年相談室 事業提案に向けた意見交換 柳川 大内田

7 25 青少年相談室 事業提案に向けた協議 柳川 大野､大内田､郡司

8 15 電話・メール 事業提案に向けた最終確認(提案書類の「誤字」等の修正) 柳川、竹内 大野､郡司

8 15 市民活動センター 事業提案書の提出 柳川 協働推進課・荒原

9 29 青少年相談室 「中間ヒアリング調書」の提出に向けた打合せ 柳川 大内田

10 7 市民活動センター 事業提案公開プレゼンテーション・審査会 柳川 大野、星野

10 25 市民活動センター 協働事業・事業化説明会 柳川 大野、星野

11 17 青少年相談室 事業当日(1回目)に向けた意見交換 柳川 大野

30 1 19 青少年相談室 事業当日(1回目)に向けた意見交換 柳川 星野

3 20 青少年相談室 ポスター作成・告知方法含めた事前打合せ 柳川 大野､郡司

3 28 青少年相談室 「協働契約書・合意によるルール」の提出 柳川 大野､星野、郡司

4 1 協働契約締結 柳川 井上

5 11 青少年相談室 事業当日(1回目)に向けた準備・打合せ 柳川 星野

5 12 青少年相談室 不登校・ひきこもり改善・自立支援事業の実施日(1回目) 柳川、大倉、伊藤 井上､郡司､星野ほか

6 29 青少年相談室 事業当日(2回目)に向けた準備・打合せ 柳川 星野

6 30 青少年相談室 不登校・ひきこもり改善・自立支援事業の実施日(2回目) 柳川、大倉、伊藤 井上､郡司､星野ほか

7 5 青少年相談室 平成31年度・委託事業に向けての打合せ 柳川 井上、星野

9 1 電話・メール 「中間ヒアリング調書」の提出に向けて書類の確認 柳川 郡司、星野

9 4 青少年相談室 「中間ヒアリング調書」の提出 柳川 郡司

（平成　30　年度実施）協働事業　意見交換・活動記録簿

事業名 不登校・ひきこもり改善・自立支援事業

年
度
月 日 場所 内容

出席者
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団体 担当課

27 11 5 青少年相談室 提案事業企画検討打合せ 柳川 大野、大内田

12 9 青少年相談室 提案事業企画検討打合せ 柳川 大野、大内田

28 2 18 青少年相談室 提案事業企画検討打合せ 柳川 大野、大内田

3 4 青少年相談室 提案事業企画検討打合せ 柳川 大野、大内田

4 6 青少年相談室 提案事業企画検討打合せ 柳川 大野、大内田

5 20 青少年相談室 提案事業企画検討打合せ 柳川 大野、大内田

5 31 青少年相談室 「事業提案書(平成28年度の写し)」を提出 大野、大内田

7 1 青少年相談室 「事業提案書」の提出に向けた打合せ 柳川 大野、大内田

8 4 青少年相談室 「事業提案書」の提出に向けた打合せ 柳川 大野、大内田

8 16 市民活動センター 事業提案書の提出 柳川 協働推進課・荒原

8 18 青少年相談室 「中間ヒアリング調書」の提出に向けた打合せ 柳川 大内田

8 26 青少年相談室 「中間ヒアリング調書」作成打合せ、同プレゼンに向けた意見交換 柳川 大野、大内田

9 2 青少年相談室 「中間ヒアリング調書」の提出 大野、大内田

10 4 青少年相談室 事業提案公開プレゼンテーション内容の事前打合せ 柳川 大野、大内田

10 8 市民活動センター 事業提案公開プレゼンテーション・審査会 柳川､竹内 大野、大内田

10 26 市民活動センター 協働事業・事業化説明会 柳川 大野、大内田

12 28 青少年相談室 事業当日(1回目)に向けた意見交換 柳川 大野、大内田

29 1 16 青少年相談室 事業当日(1回目)に向けた意見交換 柳川 大野、大内田

3 16 青少年相談室 ポスター作成・告知方法含めた事前打合せ 柳川 大野､大内田､郡司

3 28 青少年相談室 「協働契約書・合意によるルール」の提出 柳川 大野､大内田､郡司

4 1 協働契約締結 柳川 大野、大内田

5 16 青少年相談室 事業当日(1回目)に向けた打合せ 柳川 大野､大内田､郡司

6 2 青少年相談室 事業当日(1回目)に向けた打合せ 柳川 大内田

6 3 青少年相談室 不登校・ひきこもり改善・自立支援事業の実施日 柳川、竹内、大倉ほか 大野､大内田､郡司ほか

7 25 青少年相談室 企画提案書の提出に向けた打合せ 柳川 大野､大内田､郡司

（平成　29　年度実施）協働事業　意見交換・活動記録簿

事業名 不登校・ひきこもり改善・自立支援事業

年
度
月 日 場所 内容

出席者
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団体 担当課

26 11 21 青少年相談室 提案事業企画検討打合せ 柳川 大野、大内田

27 4 18 市民活動センター 協働事業研修会・説明会 柳川、中野 協働推進課・荒原

5 15 青少年相談室 協働推進課を含めた提案事業企画検討打合せ 柳川 荒原、大野、大内田

5 20 市民活動センター 企画提案書の提出 柳川 協働推進課・荒原

6 13 市民活動センター 協働事業意見交換会(一次審査) 柳川、中野、竹内 大野、大内田

市民活動センター 団体と担当課との意見交換 柳川、中野、竹内 大野、大内田

7 1 市民活動センター 意見交換中間確認書の提出 柳川 協働推進課・荒原

8 6 青少年相談室 事業提案打合せ 柳川 大内田

8 11 青少年相談室 事業提案打合せ 柳川 大野、大内田

8 18 市民活動センター 事業提案書の提出 柳川 協働推進課・荒原

9 1 青少年相談室 事業提案打合せ 柳川 大野、大内田

9 24 青少年相談室 審査会前の「事前質問・意見書」の回答書類作成打合せ 柳川 大野、大内田

9 25 青少年相談室 「事前質問・意見書」の提出 柳川 協働推進課・荒原

10 1 青少年相談室 事業提案プレゼンテーション内容の事前打合せ 柳川 大野、大内田

10 2 市民活動センター 公開プレゼンテーション用データ提出 柳川 協働推進課・荒原

10 3 市民活動センター 公開プレゼンテーション・審査会 柳川､中野､竹内､小日山 大野、大内田

10 23 市民活動センター 協働事業・事業化説明会 柳川 大野、大内田

11 5 青少年相談室 事業実施に向けた協議 柳川 大野、大内田

11 30 青少年相談室 「協働契約書・合意によるルール(試案)」の提出 柳川 大野、大内田

12 9 青少年相談室 事業実施に向けた協議 柳川 大野、大内田

28 2 18 青少年相談室 事業実施に向けた協議 柳川 大野、大内田

3 4 青少年相談室 ポスター作成・告知方法含めた事前打合せ 柳川 大野、大内田

3 29 青少年相談室 「協働契約書・合意によるルール(予算書を含む)」の提出 柳川 大野、大内田

4 1 協働契約締結 柳川 大野、大内田

4 6 青少年相談室 事業実施に向けた協議 柳川 大野、大内田

5 12 青少年相談室 事業当日に向け団体スタッフと市担当課職員全体で打合せ 柳川、竹内 大野、大内田、佐々木ほか

5 16 青少年相談室 事業当日(1回目)の打合せ 柳川 大野

5 20 青少年相談室 事業当日(1回目)の打合せ 柳川 大野、大内田

5 21 青少年相談室 不登校・ひきこもり改善・自立支援事業の実施日 柳川、竹内、小日山、大倉ほか 大野、大内田、佐々木ほか

5 28 青少年相談室 事業(1回目)当日の参加者データの取り扱い打合せ 柳川 大内田

7 1 青少年相談室 事業当日(2回目)の打合せ 柳川 大野、大内田

8 4 青少年相談室 事業当日(2回目)の打合せ 柳川 大野、大内田

8 18 青少年相談室 「中間ヒアリング調書」の提出に向けた打合せ 柳川 大内田

8 26 青少年相談室 「中間ヒアリング調書」作成打合せ、同プレゼンに向けた意見交換 柳川 大野、大内田

9 2 青少年相談室 「中間ヒアリング調書」の提出 大野、大内田

9 12 青少年相談室 中間ヒアリング報告会のリハーサル、意見交換 柳川 大野

9 15 市民活動センター 中間ヒアリング報告会 柳川、小日山 大野、大内田

（平成　28　年度実施）協働事業　意見交換・活動記録簿   1/2

事業名 不登校・ひきこもり改善・自立支援事業

年
度
月 日 場所 内容

出席者
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団体 担当課

28 11 18 青少年相談室 事業当日(2回目)の打合せ 柳川 大野､大内田､郡司

11 19 青少年相談室 不登校・ひきこもり改善・自立支援事業の実施日 柳川、竹内、小日山、大倉ほか 大野、大内田、佐々木ほか

12 28 青少年相談室 事業実施後のご挨拶・意見交換 柳川 大野､大内田ほか

29 1 16 青少年相談室 事業実施の自己・相互評価シート作成に向けた意見交換 柳川 大野､大内田

3 16 青少年相談室 事業実施の自己・相互評価シート提出に向けた打合せ 柳川 大野､大内田､郡司

3 28 青少年相談室 事業実施の自己・相互評価シート提出に向けた打合せ 柳川 大野､大内田､郡司

4 4 青少年相談室 事業実施の自己・相互評価シート等、報告書類の提出 郡司

5 16 青少年相談室 事業報告会の打合せ 柳川 大野､大内田､郡司

5 20 市民活動センター 事業報告会 柳川 大野、郡司

（平成　28　年度実施）協働事業　意見交換・活動記録簿   2/2

事業名 不登校・ひきこもり改善・自立支援事業

年
度
月 日 場所 内容

出席者
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平成３０年度 協働事業 中間ヒアリング調書 
       平成３０年９月１日 

事 業 名 ひらつか市民活動センター協働運営事業 
■行政提案型協働事業 

□市民提案型協働事業 

団 体 名 NPO 法人湘南 NPO サポートセンター 担当課名 協働推進課 

事業の進捗状況 

■ 予定どおり  □ 遅れている   

【今年度の進捗状況（事業実績等）】 

今年度は、昨年度のスタッフ配置（公営スタッフ 7人、団体スタッフ３人）から団体

スタッフの配置を増やし（公営スタッフ５人、民営スタッフ６人）、より団体のノウハ

ウを活かした運営を行うとともに、既存事業の引継ぎや、新スタッフの育成など、完全

民営化に向けて体制整備を行いながら協働運営を実施している。 

協働運営による新規事業として、「まちづくりミーティング コミュ☆カフェ」を６月

から２か月に１回実施し、昨年度末にリニューアルした「ホームページ」「情報紙ひら

つかの風」等による情報発信の強化や、団体向けの講座を全て団体で企画運営するなど、

団体の専門性・当事者性を活かして事業を実施し、30年度の目標である、研修機能・情

報発信機能の強化についても予定どおり進捗している。 

昨年度より取り組んでいる相談機能の強化としては、相談件数が、４～８月の実績が

103 件となった。（前年同時期 95 件、約 8％増、平成 28年度実績 72件、43％増） 

【予算執行状況 執行済額：3,364,038 円／予算額：10,284,164 円 ※8月末時点 】

団体・担当課 団 体 担当課 

課題 

（困っているこ

と） 

・移転のための準備 

・備品の管理や PC ファイルの整理整頓が

目下の大きな課題となっている。事業を

行いつつこれらの課題を解決せねばな

らず、大変な労力がかかっている。 

・平成 31 年４月から新施設へ移転するた

めの準備等が必要。 

・移転に伴い、協働推進課職員が施設に常

駐しなくなるため、団体との役割分担や

情報共有のなど仕組みを検討する必要

がある。 

課題の改善策 

・運営マニュアルの整備も必要だが、基本

的な事務の手順書を現在作成している。

市雇用のスタッフに聞いてもわからな

いことが多々あり、センター内部の情報

共有がしきれていない。 

・移転後の担当課との役割分担、情報共有

の方法について年度内にしっかりと協

議していきたい。 

□アドバイスが欲しい 

・移転作業と新施設での運営マニュアル等

の整備について団体としっかり協議し

て対応する。 

・役割分担の確認と、情報共有等の仕組み

を今年度中に団体と協議し決める。 

■アドバイスが欲しい（情報共有につい

て） 

事業終了後の 

具体的な展開 

※下欄 

次年度以降の展開

（事業をどのように

活かしていくか等）

や、上記の選択項

目の補足をご記入

ください。 

■双方で実施（■提案型 □提案型以外）

□団体が単独で実施 

□行政が単独で実施 

□今年度で休止または終了 

□その他（             ）

■双方で実施（■提案型 □提案型以外）

□団体が単独で実施 

□行政が単独で実施 

□今年度で休止または終了 

□その他（             ）

施設移転に対応しつつ、民営化に向けて準

備を進める。同時にスタッフの育成、ネッ

トワーク機能・コーディネート機能の充実

を図る。 

完全民営化に向けて、施設移転にも対応し

ながら着実に進めていく。 

次年度は人材育成・ネットワーク機能の強

化を図る。 
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協働のポイント 

※出来ていると思う

ものに を入れてく

ださい。

■目的の共有ができている 

■適切な役割分担になっている 

■十分な協議ができている 

■対等な立場で協働している 

■協働による相乗効果がある 

■目的の共有ができている 

■適切な役割分担になっている 

■十分な協議ができている 

■対等な立場で協働している 

■協働による相乗効果がある 

意見交換の内容・ 

その他気付いた点 

（双方合同で記入） 

（上記、各項目で相違点があった場合に話し合った内容や、お互いに意見交換したことなど） 

センター運営及び事務のマニュアルの整理、市職員と団体の役割分担、情報共有の方法について

今年度中にまとめて、施設の移転に備える。 

※現段階で可能な項目のみ記入してください。 
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団体 担当課

30 1 12 ひらつか市民活動センター スタッフミーティング 坂田・大和田・小西 協働推進課・スタッフ

20 ひらつか市民活動センター 場づくり講座2回目開催 坂田・大和田・小西 荒原

21 ひらつか市民活動センター 新春交流会 坂田・大和田・小西 協働推進課・スタッフ

26 ひらつか市民活動センター 情報紙チーム会議 坂田・大和田・小西

30 ひらつか市民活動センター 新ホームページ打ち合わせ（業者） 坂田・氏家

2 3 ひらつか市民活動センター スタッフ面談 坂田・鈴木

4 団体活動場所 新情報紙取材 氏家・情報紙チーム

5 メール 新ホームページ打ち合わせ（公開までほぼ連日行う） 坂田・小西・氏家 荒原

7 ひらつか市民活動センター スタッフミーティング 坂田・大和田・小西 協働推進課・スタッフ

13 ひらつか市民活動センター 新ホームページ打ち合わせ(業者） 坂田・氏家

15 ひらつか市民活動センター 情報紙チーム会議 坂田・大和田・小西

16 ひらつか市民活動センター 新ホームページ打ち合わせ(HPチーム会議） 坂田・小西・氏家

17 ひらつか市民活動センター 情報収集チームキックオフミーティング 坂田・大和田・小西

27 ひらつか市民活動センター (株)ソリマチ　会計講座打ち合わせ 坂田 荒原

3 2 ひらつか市民活動センター 新ホームページ打ち合わせ（業者） 坂田・氏家

7 ひらつか市民活動センター スタッフミーティング 坂田・大和田・小西 協働推進課・スタッフ

8 ひらつか市民活動センター 情報紙チーム会議 坂田・大和田・小西

9 ひらつか市民活動センター NPOと企業の交流ミーティング 坂田・大和田 荒原・スタッフ

14 ひらつか市民活動センター 情報紙編集会議 坂田・大和田 スタッフ

18 ひらつか市民活動センター 市民活動見本市 坂田・大和田 協働推進課・スタッフ

22 メール 新情報紙入校準備（デザイナ打ち合わせ） 坂田・氏家

23 ひらつか市民活動センター 情報紙チーム会議 坂田・大和田・小西

24 メール 新ホームページ公開に向けた準備～連夜打ち合わせと作業 坂田

28 ひらつか市民活動センター 新規スタッフ研修（3名） 坂田・大和田・小西

30 ひらつか市民活動センター センター協働運営報告会 坂田・大和田・小西 協働推進課

4 1 ひらつか市民活動センター 新体制スタート：新規雇用スタッフ勤務開始 坂田・大和田・小西

2 年金事務所 社会保険適用事業所申請に係る手続き 坂田・大澤

9 ひらつか市民活動センター スタッフミーティング 坂田・大和田・小西・長谷川・後藤・今村 協働推進課・スタッフ

14 ひらつか市民活動センター 協働事業説明会 坂田・大和田 協働推進課

19 ひらつか市民活動センター NPO会計講座実施 坂田・小西 荒原

26 神奈川大学 ボランティア論(学生120名） 坂田

5 7 ひらつか市民活動センター スタッフミーティング 坂田・大和田・小西・長谷川・後藤・今村 協働推進課・スタッフ

16 ひらつか市民活動センター 協働運営事業進捗確認（5/16～5/18) 坂田 熱田・荒原

16 ひらつか市民活動センター センターまつり実行委員会 小西・長谷川 協働推進課・スタッフ

19 ひらつか市民活動センター 協働事業報告会 坂田・大和田・氏家 荒原

19 リサイクルセンター 情報紙取材地球っ子ひろば(画像撮影ボランティアスタッフ） 長谷川・氏家

21 平塚市社会福祉協議会 訪問・情報交換 坂田

21 ひらつか市民活動センター ユースボランティア2018打ち合わせ 坂田・大和田・後藤・今村

26 ひらつか市民活動センター 新情報紙デザイナとスタッフのお顔合せ・打ち合わせ 坂田・大和田・氏家・後藤 スタッフ

26 ひらつか市民活動センター ユースボランティア団体説明会 坂田・大和田・後藤・今村

6 7 ひらつか市民活動センター スタッフミーティング 坂田・大和田・小西・長谷川・後藤・今村 協働推進課・スタッフ

13 ひらつか市民活動センター 6月のコミュ☆カフェ 坂田・後藤 協働推進課・スタッフ

15 かながわ県民活動サポートセンター県認定NPO研修 坂田

15 ひらつか市民活動センター 労災保険打ち合わせ 坂田・大澤 協働推進課

19 西部福祉会館 訪問・情報交換 坂田・大和田

20 ひらつか市民活動センター センターまつり実行委員会 小西・長谷川 協働推進課・スタッフ

（平成30年度実施）協働事業　意見交換・活動記録簿

事業名 ひらつか市民活動センター協働運営事業

年
度
月 日 場所 内容

出席者
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26 東京都内 支援センター初任者研修6/26～6/27(一泊） 後藤

27 藤沢市民活動支援センター事業報告書・会計講座研修 大和田

30 平塚市吉沢 情報紙取材ゆるぎ協議会取材(画像撮影ボランティアスタッフ）大和田

30 ひらつか市民活動センター NPO法人のつくり方講座 坂田・後藤 スタッフ

7 4 年金事務所 算定基礎届 坂田・大澤

5 ひらつか市民活動センター スタッフミーティング 坂田・大和田・小西・長谷川・後藤・今村 協働推進課・スタッフ

9 かながわ県民活動サポートセンター神奈川県CEOミーティング 坂田

11 アクションポート横浜事務所プロボノアカデミー研修 坂田

13 かながわ県民活動サポートセンターNPOと行政の対話フォーラム 坂田

15 ひらつか市民活動センター ユースボランティアオリエンテーション 坂田・大和田・後藤・今村 熱田

18 ひらつか市民活動センター リュースPC審査会 坂田・小西・大和田 荒原

18 ひらつか市民活動センター センターまつり実行委員会 小西・長谷川 協働推進課・スタッフ

21 平塚市内 ユースボラ取材～7/21～8/31迄 坂田・大和田・小西・後藤・今村

25 メール 次年度経費について 坂田 荒原

26 団体自宅 次年度申請書作成～8/17 坂田 荒原

31 茅ヶ崎 情報発信講座打ち合わせ 坂田 大村

8 1 平塚市吉沢 情報紙取材ゆるぎ協議会 坂田・大和田

3 ひらつか市民活動センター 次年度経費について 坂田 荒原

8 メール 中間ヒヤリング調書作成について 坂田 荒原

9 ひらつか市民活動センター スタッフミーティング 坂田・大和田・小西 協働推進課・スタッフ

14 メール 事業提案書確認 坂田 協働推進課

15 メール 事業提案書確認 坂田 協働推進課

24 メール 中間ヒヤリング調書について 坂田 協働推進課

30 ひらつか市民活動センター 中間ヒヤリング調書について 坂田 協働推進課
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団体 担当課

28 6 4 ひらつか市民活動センター 協働事業意見交換会出席 坂田・坂本・氏家・大和田 荒原

6 15 ひらつか市民活動センター 平塚市が掲げた3年間の実施目標について、意見交換 坂田・坂本・氏家 荒原

6 22 ひらつか市民活動センター 事業費の内訳、平塚市が抱える課題について、他意見交換 坂田・坂本・氏家・鈴木・大和田 荒原

7 26 団体自宅 連携団体について電話での意見交換 坂田 荒原

7 26 団体自宅 事業の方向性についてメールでの意見交換 坂田 荒原

8 5 ひらつか市民活動センター 申請書案について意見交換 坂田・坂本・大和田 荒原・木村

8 10 ひらつか市民活動センター 申請書について意見交換、提出資料についての確認 坂田・大和田 荒原・木村

8 15 団体自宅 提出資料の電話での確認 坂田 荒原

9 29 ひらつか市民活動センター 審査会質問回答書作成・提出

10 8 ひらつか市民活動センター 協働事業公開プレゼン 鈴木・坂田・坂本・氏家・大和田・二宮

10 17 ひらつか市民活動センター 予算化にむけた打ち合わせ 坂田・坂本・大和田 内田課長・荒原

10 26 ひらつか市民活動センター 協働事業化説明会と事業化にむけた打ち合わせ 坂田・坂本・氏家・大和田 内田課長・荒原・木村

11 15 ひらつか市民活動センター 事業計画について 坂田・大和田 荒原・木村

12 1 ひらつか市民活動センター 事業計画について：質問への回答他 鈴木・坂田・坂本・氏家・大和田 荒原

12 26 ひらつか市民活動センター 事業計画及びセンターの目的・役割の共有 鈴木・坂田・坂本・氏家 荒原・木村

29 1 10 ひらつか市民活動センター 団体内部打ち合わせ（勤務の件） 坂田・坂本・氏家・大和田・小西 荒原・木村

1 23 メール 情報スペースPC　(リュースPC寄贈の連絡） 坂田 荒原

1 25 メール 打ち合わせ日程について 坂田 荒原

2 15 ひらつか市民活動センター 役割分担等打ち合わせ 坂田、氏家、大和田 協働推進課、スタッフ

2 21 ひらつか市民活動センター 勤務者事前打ち合わせ 坂田・坂本・氏家・小西

2 24 メール 勤務者シフトの件 坂田 荒原・藤井

2 26 メール 勤務者シフトの件 坂田 荒原・藤井

2 27 メール 勤務者シフトの件 坂田 荒原・藤井

3 14 メール 4月勤務表の連絡 坂田 荒原・藤井

3 15 メール 事業担当表の連絡 坂田 荒原

3 21 ひらつか市民活動センター 情報スペース：リュースPC動作確認 坂田・坂本・氏家・岡部・岩本 荒原

3 23 ひらつか市民活動センター 協働運営事業説明会 坂田・坂本・氏家・大和田 荒原・木村・内田

3 24 ひらつか市民活動センター 契約の件、センタースタッフ同席の情報交換会 坂田・坂本・氏家・大和田 荒原・藤井・スタッフ

4 1 ひらつか市民活動センター 協働運営開始：スタッフの勤務開始～～～ 小西・大和田・坂田

4 7 自宅＆銀行 情報スペース：リュースPC振り込み＆受領報告提出 坂田

4 10 ひらつか市民活動センター スタッフミーティング 坂田・大和田・小西 協働推進課・スタッフ

4 18 ひらつか市民活動センター ニーズ調査実施について 坂田 荒原

4 21 ひらつか市民活動センター 進捗報告、次年度について意見交換 坂田 部長

5 8 ひらつか市民活動センター ニーズ調査実施状況について 坂田 荒原

5 8 ひらつか市民活動センター スタッフミーティング 坂田・大和田・小西 協働推進課・スタッフ

5 12 ひらつか市民活動センター 協働運営事業進捗確認 坂田、坂本、鈴木 熱田・荒原・藤井

5 15 ひらつか市民活動センター ニーズ調査途中経過について・スタート交流会について 坂田 荒原

5 31 ひらつか市民活動センター ニーズ調査結果・報告について 坂田 荒原

6 5 ひらつか市民活動センター スタッフミーティング 坂田・大和田・小西 協働推進課・スタッフ

6 18 ひらつか市民活動センター スタート交流会実施 坂田・大和田・小西 協働推進課・スタッフ

6 21 ひらつか市民活動センター スタート交流会開催報告 坂田・大和田・小西 協働推進課

6 23 ひらつか市民活動センター 相談コーナー開設について 坂田・大和田 荒原

7 7 ひらつか市民活動センター スタッフミーティング 坂田・大和田・小西 協働推進課・スタッフ

7 11 ひらつか市民活動センター 次年度事業について・センターのホームページについて 坂田 協働推進課

（平成29年度実施）協働事業　意見交換・活動記録簿

事業名 ひらつか市民活動センター協働運営事業

年
度
月 日 場所 内容

出席者
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7 15 ひらつか市民活動センター センターのホームページ見積もりについて；A社打ち合わせ 坂田・氏家

7 19 ひらつか市民活動センター センターのホームページ見積もりについて；B社打ち合わせ 坂田

7 28 ひらつか市民活動センター 次年度事業計画について 坂田・氏家 部長・課長・荒原

7 30 ひらつか市民活動センター 次年度経費について 坂田 荒原

8 2 ひらつか市民活動センター 次年度経費について 坂田 荒原

8 3 ひらつか市民活動センター 次年度経費について 坂田 荒原

8 9 ひらつか市民活動センター スタッフミーティング 坂田・大和田・小西 協働推進課・スタッフ

8 14 メール 事業提案書確認 坂田 協働推進課

8 15 メール 事業提案書確認 坂田 協働推進課

8 23 ひらつか市民活動センター チーム募集説明会について 坂田 協働推進課

8 23 ひらつか市民活動センター HPリニューアルについて 坂田 協働推進課

8 29 ひらつか市民活動センター HPリニューアルについて 坂田 協働推進課

8 29 メール 中間ヒヤリング調書について 坂田 協働推進課

8 30 メール 中間ヒヤリング調書について 坂田 協働推進課

9 1 ひらつか市民活動センター 中間ヒヤリング調書について 坂田 協働推進課

9 8 ひらつか市民活動センター スタッフミーティング 坂田・大和田・小西 協働推進課・スタッフ

9 14 ひらつか市民活動センター 中間ヒアリング 坂田・大和田 協働推進課

9 29 ひらつか市民活動センター 事前質問回答作成 坂田 荒原

10 4 ひらつか市民活動センター スタッフミーティング 坂田・大和田・小西 協働推進課・スタッフ

10 7 ひらつか市民活動センター 公開プレゼン 坂田・大和田・氏家 協働推進課

10 25 ひらつか市民活動センター 事業化説明会 坂田・大和田 協働推進課

11 10 ひらつか市民活動センター スタッフミーティング 坂田・大和田・小西 協働推進課・スタッフ

12 8 ひらつか市民活動センター 新ホームページ打ち合わせ 坂田・大和田・氏家 協働推進課

12 13 ひらつか市民活動センター スタッフミーティング 坂田・大和田・小西 協働推進課・スタッフ

12 28 ひらつか市民活動センター 年末ミーティング・スタッフ研修 坂田・大和田・小西 協働推進課・スタッフ
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