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会議次第 

開 会 

１ あいさつ 

２ 感謝状の贈呈について 

３ 委嘱状の交付 

４ 公民館における使用料の導入について 

５ 議題 

（１）役員の選出及び専門部について 

（２）公民館と運営協議会について 

（３）平成２８年度公民館事業結果について 

（４）平成２８年度公民館運営協議会の会計報告及び 

会計監査結果について 

（５）平成２９年度公民館事業計画（案）について 

（６）平成２９年度公民館運営協議会収支予算（案）について 

（７）その他 

閉 会 



審  議  経  過 

主な内容は次のとおり。（○は委員の発言、●は事務局の発言） 

 

１ 末永館長よりあいさつ。 

 

２ 感謝状の贈呈 

   感謝状対象者４名のうち小林茂裕氏は辞退。その他の方々については欠席等の

ため、後日感謝状を届けることとした。 

 

 ３ 委嘱状の交付 

   出席された委員の方々に委嘱状を交付した。 

 

４ 公民館における使用料の導入について 

   生涯学習課より使用料の説明と、昨年１１月に開催された横山公民館運営協議

会で出された質問に対する回答が次のとおりあった。 

  ・減免団体については、統一した基準を設ける。 

  ・利用者の負担に配慮した料金設定とする。 

  ・当日利用直前のキャンセルなどで他の利用者が不利益を生じることのないよう 

   ルールづくりを考えていきたい。 

  ○今後、公民館の駐車場も有料化されるのか。 

  ●現在有料化についての考えはない。 

  ○使用料の減免について、健康づくり普及員を入れてほしい。また、例示はより

具体的に細かく入れてほしい。 

  ●承知した。公民館ごとに減免団体が異なることがないよう統一していく。 

  ○団体によっては、会計担当者が料金を払うことになるため、不在の場合トラブ

ルになるのではないか。例えば使用日以前に券売機で券を購入し、当日また購

入するなど間違いも起こるのではないか。 

  ●利用者には事前に説明していただき、券は直前に購入していただくようにした

い。また、券は半券が出るもの等トラブルのないよう考えたい。 

  ○現在、公民館の利用区分は午前、午後、夜間の３区分となっているため、１時

間でも４時間分の使用料がかかる。実際利用した時間分の使用料の対応は可能

か。 

  ●横山公民館は、午前、午後、夜間の３区分となっているが、利用区分は各公民

館で決めてよいこととなっている。利用団体には現在利用区分に関する館アン

ケートを６月３０日まで実施しており、アンケート結果等を踏まえて、運営協

議会に諮り、利用区分を決定する。 



  ○１ヶ月に公民館を利用できる枠が決まっているため、利用区分が細分化される

と利用時間が実質的に減ってしまうのではないか。 

  ●他の公民館でも同様の意見があり、細分化された２コマを通しで使用する場合

には１コマとするような検討をしたい。 

  ○利用団体協議会で公民館の清掃をしているが、有料化された場合、清掃はしな

くてもいいのか。 

  ●引き続き地域の公民館を大切にしていただければと考えている。 

 

５ 議題 

（１） 役員の選出及び専門部について 

   事務局より本協議会会長の末永館長を推薦し、了承された。また、副議長、会

計、会計監査については、立候補がなかったため、副議長に石川恭子委員、会計

に森きん子委員、会計監査に髙橋年廣委員が議長より推薦がされ、了承された。

また、専門部についても、原案のとおり了承された。 

（２） 公民館と運営協議会について 

  事務局より資料のとおり説明があった。 

  内容についても質疑・意見等はなし。 

（３） 平成２８年度公民館事業結果について 

  各専門部及び事務局より資料のとおり説明があった。 

  内容についても質疑・意見等はなし。 

（４） 平成２８年度公民館運営協議会の会計報告及び会見監査について 

  会計の森委員と会計監査の髙橋委員より資料のとおり報告があった。 

  内容についての質疑・意見等はなく、了承された。 

（５） 平成２９年度公民館事業計画（案）について 

  各専門部及び事務局より資料のとおり説明があった。 

  ○公民館主催事業「夏休み子ども映画会」が無くなったが理由は何か。 

   ●予算が削減となり、ＤＶＤの賃借料が高額ということもあり、年間計画の検

討の際に優先順位等を考慮して決定した。 

（６） 平成２９年度公民館運営協議会収支予算（案）について 

  新会計の森委員から収支予算（案）が提案され、承認された。 

   ○２８年度の決算時の予算額と２９年度予算額に相違があるが調整をお願い  

する。 

（７） その他 

① 運営協議会視察研修会について 

今年度も実施することが了承された。視察先については、次回の運営協議会

で検討することとなった。 



② 平成２８年度横山地区青少年健全育成協議会事業結果及び平成２９年度横

山地区青少年健全育成協議会事業計画について 

木村委員より資料のとおり説明があった。 

内容についての質疑・意見等はなし。 

  その他、感謝状の贈呈について、故人に贈呈する場合の感謝状の文言を確認し、

贈呈するよう意見があった。 

 

 閉 会 

 

   末永館長（会長）のあいさつにより閉会した。 

 

 

                             以 上 

                                        

 



横山公民館運営協議会委員出欠席名簿 

 氏   名 所 属 等 専門部 出欠席 

１ 末永 暁子 横山公民館長 ━ 出席 

２ 塚田 惠一 横山小学校副校長 ━ 出席 

３ 萩原 直子 作の口小学校副校長 ━ 欠席 

４ 平野 知彦 清新中学校長 ━ 出席 

５ 志村 幸恵 横山小学校ＰＴＡ副会長 文化部 出席 

６ 山本 陽子 清新中学校ＰＴＡ書記 青少年部 出席 

７ 鈴木 崇 横山地区自治会連合会 体育部 欠席 

８ 坂元 俊美 横山地区自治会連合会 体育部 出席 

９ 西山 弘行 横山地区自治会連合会会計 文化部 出席 

10 髙橋 年廣 横山地区社会福祉協議会長 体育部 出席 

11 髙根沢 美雪 横山地区子ども会育成連絡協議会長 青少年部 出席 

12 長沼 幸江 横山地区老人クラブ連合会長 文化部 出席 

13 木村  清 横山地区青少年健全育成協議会長 青少年部 出席 

14 笹村 幸子 横山公民館利用団体協議会長 文化部 出席 

15 森 きん子 横山公民館利用団体協議会副会長 青少年部 出席 

16 森  保 学識経験者 体育部 欠席 

17 小星 雅明 学識経験者 青少年部 出席 

18 津川 俊雄 公募委員 青少年部 出席 

19 岡本 せつ子 公募委員 文化部 欠席 

20 鳥居 妙子 公募委員 体育部 出席 

21 石川 恭子 横山公民館文化部長 文化部 出席 

22 福里 昇吾 横山公民館体育部長 体育部 欠席 

23 北川 春惠 横山公民館青少年部長 青少年部 出席 

24 佐賀 淳司 横山地区民生委員・児童委員協議会長 文化部 出席 

25 望月 敏代 横山地区健康づくり普及員協議会理事 体育部 出席 

 


