
様式３ 

会   議   録 

会議名 

（審議会等名） 
相模原市立光が丘公民館運営協議会（第２回） 

事務局 

（担当課） 
光が丘公民館  電話０４２－７５６－１１１７ 

開催日時 
平成２８年９月２７日（火）  

午後７時３０分から午後９時３５分まで 

開催場所 光が丘公民館 大会議室 

出 

席 

者 

委 員  ２２人（別紙のとおり） 

その他  ４人（生涯学習課長、担当課長、職員２人） 

事務局  ６人（館長代理、主事、活動推進員２人、専門部長２人） 

公開の可否 ■可  □不可  □一部不可 傍聴者数 ３人 

公開不可・一部

不可の場合は、

その理由 

 

会議次第 

１ 公民館長あいさつ 

 

２ 議題 

（１） 実施事業報告及び今後の実施事業について 

 

（２） 第３次公民館振興計画について 

 

（３） その他 

・公民館の貸室利用に係る使用料導入に向けた取り組みについて 

・スポーツ推進委員の推薦について 

・運営協議会の研修について 

 



審  議  経  過 

主な内容は次のとおり。（○は委員の発言、■は生涯学習課の発言、●は事務局の発言） 

１ 公民館長あいさつ 

 

２ 議 題 

 議題（３）その他「・公民館の貸室利用に係る使用料導入に向けた取り組みについ

て」を冒頭に行うとし、審議に入った。 

 

（３）その他 

・公民館の貸室利用に係る使用料導入に向けた取り組みについて 

   資料に基づき生涯学習課職員より説明があり、その後質疑と意見交換を行った。 

○ 単純に面積による料金設定はいかがなものか。利用団体の活動内容によって利

用する部屋は限られてくる。例えば卓球などは広い面積が必要なので、大会議

室を利用することとなるが、少人数の団体は大きな負担となることが想定され

る。光が丘公民館は高齢者の利用も多い。現在、介護が必要とならないよう高

齢者を地域で支える方向になってきており、一般利用団体の活動は、高齢者の

居場所作り、健康作りにも寄与しているのではないか。単純に無料のままがよ

いとはいわないが、金額については配慮が必要と考える。 

○ 公民館の近隣の施設、例えば淵野辺公園のテニスコートは２時間1,000円とな

っている。他の施設との比較はしているのか。また、金額の決め方は他市町村

のやり方を含めてどうなっているのか。 

■ 使用料の決め方は自治体によって異なる。相模原市としては、「受益者負担の

在り方の基本方針」に基づいて使用料の設定をし、市内共通の方法となってい

る。料金の基となるコストは冷暖房のかからないテニスコートとは異なってい

ると言える。 

○ 公民館利用者により年に１回の大掃除をしているが、有料化に伴い、今後市で

行うようになるのか。 

■ 大掃除については各館において利用者が集まり実施していただいていること

は承知している。これまでの利用者の気持ちを受け止めつつ、公民館を支える

気持ちがなくならないよう料金や減免の対象について検討していきたい。 

○ 生涯学習施設として公民館に来ることにより、地域の人が元気になる効果があ

るのではないか。また、健康福祉の増進につながるのではないか。 

○ 地域で公益的な活動する団体はお金がない。そうしたところへの配慮は必要で

ある。 

○ これまで無料としてきた長い歴史からの政策転換の理由は何か。お金がないと

いうことなのか。 



■ 今後人口減少社会を迎える中で厳しい行財政運営が想定される。その中で、施

設の運営に係る費用の一部を利用者にご負担をいただくことで、受益と負担の

適正化を図るとともに、持続可能な施設運営が図られるものとして検討を進め

ている。また、公民館使用料は特定財源として公民館の施設の運営に係る費用

に充てる。 

○ 老人クラブは基本的に公民館を利用している。減免があるのか。 

○ 子育てサークルに属し公民館で活動をしていた。料金例を見ると活動が難しく

なるように感じる。公民館ではなくより低廉な他のところを利用しようとなる

のではないか。 

○ ユニコムプラザ、市民会館などが類似施設として料金が提示されているが、こ

れらは大きな施設であり、年１回の利用などで、日常的に利用する公民館とは

性質が異なると思う。 

■ 頂戴した意見については前向きに検討をしたい。また、負担割合の判断の視点

を検討する上での判断材料とさせていただきたい。 

○ 減免となる団体の範囲はどこまでか。明確にわかり易くしていただくととも

に、情報は早めにいただきたい。 

■ 詳細は皆様のご意見を踏まえ検討を進めることとして考えており、地域におい

て公益的な活動をする団体等について情報をいただきたい。 

○ 今後のスケジュールはどのようになっているのか。また、検討の結果はどのよ

うに知らせていただけるのか。 

■ 使用料導入について９～12月に各公民館運営協議会に説明し意見を伺い、そ

れを踏まえ負担割合や減免対象、今後の進め方などについて検討し、何らかの

形でお示ししたいと考えている。 

○ 更に詳細が決まった段階で、また説明と意見を聞く機会を持ってもらいたい。 

○ 学校施設開放も同じ流れで考えられているのか。 

■ 他市では学校施設も有料になっている事例もあると承知している。今回の使用

料導入に向けた取り組みは、学校施設は対象となっていない。 

○ 公民館の施設を管理する立場としては、施設や備品等の老朽化に対するメンテ

ナンスが不十分であると感じている。目に見える部分がすぐに修繕、改良され

るような公民館でなければ有料化になった場合、利用者は納得してくれない。

そのためにはどうしたらよいかを考えている。財政が厳しいのであれば、そう

した点を明確に打ち出し、皆さんに支援を求めてほしい。 

 

（１）実施事業報告及び今後の実施事業について 

事務局である各専門部長から資料に基づき説明が行われた。 

○ 今後の実施事業である「親子でみる星空観望会」は対象が小学校４年～６年生



とその保護者となっているが、親子でなくても参加できるのか。 

● 原則、対象は親子とする。夜間の事業なので、事業が終わった後の子どもたち

の帰宅を確認する等安全性を万全としたい。 

 

（２）第３次公民館振興計画について 

資料に基づき説明し、改定案について運営協議会委員の意見は１０月３１日ま

でに事務局に提出することとなった。また、今後の進め方について了承された。 

 

（３）その他 

・スポーツ推進委員の推薦について 

資料に基づき説明し、確認された。 

・運営協議会の研修について 

平成２９年２月を目処に、参考となる公民館等に訪問し、研修を実施すること

で了承された。訪問候補先、日時については、事務局及び会長に一任された。 

 ・自主企画提案事業の採択について 

自主企画提案事業の申請があり、９月２１日に開かれた選考会で採択されたこ

との報告があった。事業名は「相続と遺言の基礎を知る」。 

 

その他、次回の会議開催予定等について説明を行った。 

最後に、副議長のあいさつにより閉会。 

以 上 



 

光が丘公民館運営協議会委員出欠席名簿 

 氏   名 所 属 等 備  考 出欠席 

1 飯沼 守  地区社協 議長 出席 

2 石上 雅子 公募委員 企画 出席 

3 稲田 睿子 地区老連 管理運営 出席 

4 遠藤 忠良 交通安全協会（光が丘支部） 管理運営   出席 

5 小川 久生 健全育成協議会 事業推進 出席 

6 小俣 真理 地区交通安全母の会 事業推進 欠席 

7 大橋 友美 学識経験者 副議長  出席 

8 藤井 美耶子 高齢者支援センター 企画    出席 

9 小室 洋子 地区民児協 管理運営 出席 

10 坂本 万里 弥栄高等学校 管理運営 出席 

11 佐々木 孝之 自治会連合会(ひかり) 管理運営 欠席 

12 中禮 和海 自治会連合会(青葉) 監事兼企画 出席 

13 塚原 千鶴子 小学校(青葉小) 企画 出席 

14 上西 雅己 中学校(緑が丘中) 事業推進   出席 

15 中村 正義 地区子連 管理運営 出席 

16 名倉 邦恵 公募委員 企画担当代表 出席 

17 西田 洋子 学識経験者 会計兼企画 出席 

18 西本 敬 利用団体協議会 管理運営担当代表 出席 

19 井口 ひろ美 小中PTA(並木小) 事業推進   出席 

20 森井 ふみ子 自治会連合会(上団) 事業推進 出席 

21 内澤 典子 小中PTA(弥栄中) 企画     出席 

22 山田 盛二 学識経験者 事業推進担当代表 出席 

23 吉田 輝夫 健康づくり普及員 事業推進 出席 

24 加賀谷 育子 館長 会長    出席 

事務局 

矢口  績 文化部長  欠席 

池田 敦 体育部長  出席 

佐伯 行弘 青少年部長  出席 

 


