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会議次第 

〔議 題〕 

 １ 平成２８年度事業実施結果及び２９年度事業計画案について

２ 公民館表彰者について 

３ 公民館事業評価について 

４ 公民館振興計画について 

 ５ その他 

 



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 あいさつ   小谷公民館長 

 

２ 議 題 

髙橋副会長が議長となり、次第に従い議題が審議された。 

１ 平成２８年度事業実施結果及び２９年度事業計画案について 

・各専門部および利用者協議会、ちょっとだけ先生、開所記念実行委員会から

順次説明、その他の事業については事務局が説明を行い、いずれも承認された。

（意見等） 

 特になし。 

 

２ 公民館表彰者について 

・事務局から説明を行い、了承された。 

  （意見等） 

○移転改修委員の皆さんはどのくらいの期間活動していたのか。 

○短い方でも５年は活動している。 

 

  ３ 公民館事業評価について 

   ・事務局から今年度の評価の結果を説明するとともに、参考資料として東林公

民館の評価シートを提出した。 

   ・次年度以降の評価方法の見直しを事務局で進め、次回の運営協議会にて検討

することとなった。 

  （意見等） 

   ○相武台の評価シートはややこしい問いかけである。年寄りには難しい。東林

公民館の評価シートは、より簡潔でわかり易いと思う。東林のようにするこ

とはできないのか。    

   ○評価方法は検討の余地はあるのか。それとも、この先もこのままでいくのか。

   ○難しい言葉が多い、簡単に答えられるようにした方がよい。ただでさえ評価

には文句が出ているのだから、見直した方がいい。 

   ○評価シートを見直すとなると、委員会等の設置が必要となるのでは。それは

大変だから、今まで余り言わなかった。 

   ●評価の方法は絶対にこれでなければならないというものではないので、検討

の結果、変更することはできる。 

 



●現在の評価方法にした際には、委員会を作って検討していった経過があるが、

絶対にそうしなければならないものではなく、例えば事務局でたたき台を作

って、皆さんの意見を聞いた上で、運営協議会で承認してもらうというやり

方もあると思う。 

○運営協議会が決定機関であるなら、評価方法の見直しが必要であるという決

をとった上で、事務局に見直し案を作ってもらい、その案について検討を進

めていき、少しずつ変えていけばよいのではないか。 

    →見直しについて、挙手を求め賛成多数であったため、見直すこととなった。

   ○評価の方法を変えるだけでなくて、評価者を一律に評価できるようにしない

とだめ。評価する人が均一に、画一的に確実に客観的に評価できるようにな

るシステム（評価基準）や案内が必要。評価者に対してそれをもとに指導し

ていかなければ、評価はばらついてしまう。 

   ○点数がばらつくのは、評価に関する指導などが、あらかじめないからだと思

う。実際の評価をする前に事務局から、評価の内容についてのレクチャーが

あると、ばらつきは少なくなるのではないか。難しいかもしれないが。 

   ○ばらばらになるのは、ある程度やむをえないのでは。 

   ○評価については、その人の主観によるものであるから、ばらついても仕方な

いと思う。自分たちも事業を実施する際にアンケートをとっているが、いい

こともあるし、辛らつな意見を書かれることもある。でも、それがいいと思

っている。 

   ○評価の基準をしっかり認識していれば、点数はある程度均一になるものだと

思う。 

   ○複数の評価者がいた場合に、例えば上と下を削って、真ん中あたりを評価と

するような方法もありではないかと思う。 

   ○皆さんからいろいろ意見をいただいたので、それを元に事務局で検討しても

らうということでよい。 

   ○この評価は以前から紛糾しているけれど、全て満点の評価にしてしまうので

は面白くない。 

   ○評価は満点でもいいと思っているが、評価のコメントが重要だと思う。 

   ○事業によって評価の人数が違っているが、何故なのか。 

   ●当初は各事業３人で評価していただく予定でいたが、お仕事等の都合により

日程調整をした結果、評価者の人数が２人から４人となった。 

   ○評価対象事業はどのように決めているのか。 

   ●第１回運営協議会で事務局から提案をしたもの。 

 

 



  ４ 公民館振興計画について 

   ・事務局から改正案について説明し、了承された。 

  （意見等） 

    特になし 

 

  ５ その他 

  （１）公民館有料化に関する報告 

   ・事務局から公民館有料化に関する現在の状況について報告し、意見を出し 

ていただいた。 

  （意見等） 

   ○有料化に関する意見は、４月～６月の説明の際に言えばよいのか。 

   ●今、この場でご意見をいただければ、生涯学習課に伝える。 

   ○使用料を徴収するのも消費税のように段階的にしてはどうか。当初上限 

３００円にして、いずれ５００円にする等。利用者は抵抗があると思う。 

公民館を体育館のように利用している団体からは、高く徴収しても良いと思

う。 

   ○途中で料金を変えるというのは難しいと思う。前回説明を受けて、我々は有

料化についてやむを得ないという認識を持っている。今後、きちんとした金

額が出されるのを待っていた方が良い。 

   ○前回の資料では、社会教育施設以外の施設をベースに考えていたので、それ

がどうにも納得いかない。 

   ○大局的にみて、有料化になるのは遅い気がする。市の財政を考えていくと仕

方ないと思う。 

○減免対象を誰が決めるのか。理由をつければ、誰でも減免になるのでは、有

料化の意味がないと思う。地域の有力者だからといって減免になるようでは

困る。 

○公民館の独自性を認められるのであれば、時間的な運営方法も柔軟に考えて

いったらまとまるのではないか。 

○１時間ごとの貸出しがシステム的にできるのであれば、それが良いと思うが、

難しいのではないか。 

○小会議室が１時間１００円では、ユニコムプラザとほぼ同じ 

（２Ｈ２１０円）である。前回の提案に比べて２分の１になっているが、実際

にはユニコムプラザと同じ金額である。 

○１コマあたり最低○○人が利用しなければいけないという規定が必要なの 

ではないか。大会議室のように、大きな部屋を２～３人で利用するのはいか

がなものか。利用の目的と人数を決めた方がいい。 



   ○「料金さえ払えばいいじゃないか」ということが広がってしまっては困る。

○団体が利用している時に、職員が利用状況を確認した方がいいのではないか。

○例えば空いている部屋がない場合に、他団体が利用中の大会議室の端の方を

うるさくてもいいから、使わしてもらうようなことを公民館として配慮をし

て欲しい。 

●利用している団体に声をかける程度はできると思う。 

   ○人数を多く集めなければ利用できないとなると、利用が難しくなる団体もあ

る。 

   ○大会議室をついたて等で区切って、あらかじめその分の予約だけできるよう

にできないのか。（全面・３分の１等） 

   ○現在、２団体合同で部屋を使っているところもある。 

   ○部屋の一部を他の団体に貸出すのは難しいのではないか。 

○１時間ごとに区切るのが使いやすいのではないか。 

   ○座間市のコミュニティセンターでは、実際の利用人数をチェックしている。

   ●出していただいた意見は、生涯学習課に伝える。 

   ●６月の運営協議会では、改めて生涯学習課からの説明がされる予定である。

 

 

  （２）運営協議会視察について 

    ２月１７日（金）に都内憲政記念館、日本銀行貨幣博物館、迎賓館赤坂離宮

に合計２０名参加した。 

 

  （３）任期満了について 

    現在の委員の皆さんは、５月末で任期満了となることから、各団体あてに

２９年度、３０年度の委員推薦依頼を後日送付することを伝え、後任の選出を

依頼した。 

 

  （４）公民館まつりについて 

    ３月１１日、１２日に開催する公民館まつりに足を運んでいただくようお願

いした。 

 

 

閉会   髙橋副会長のあいさつで閉会となった。 

 



相武台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 小谷 紘一郎 公民館長 会 長 出席 

２ 高橋 正美 相武台公民館区 小・中学校長  
出席 

３ 松嶋 保和 自治会連合会  
出席 

４ 遊佐 裕美 自治会連合会 会計 
出席 

５ 江川 俊昭 自治会連合会 副会長 
出席 

６ 髙橋 孝雄 社会福祉協議会 副会長 
出席 

７ 林 祥二郎 青少年育成協議会  
出席 

８ 柚木みどり 相武台小学校ＰＴＡ     
出席 

９ 浅川 智子   相武台中学校ＰＴＡ  
出席 

10 高橋 尚 利用者協議会  
出席 

11 岡本 英夫 体育部  
出席 

12 渡邊 砂千子   青少年部  
出席 

13 堀口 眞弘   文化部  
出席 

14 佐々木 弘子   広報部 書記 
出席 

15   山田 幸子   保育部  
出席 

16 大原 律子   健康づくり部 書記 
出席 

17 髙橋ぎいち   ちょっとだけ先生  
出席 

18 塚田 幸恵   館長推薦  
出席 

19 永井 保子 公募  
出席 

20 原嶋 智江子 公募  
欠席 

21 堀澤 芳幸 公募 会計監査 
欠席 

 


