
様式３ 

会   議   録 

会議名 

（審議会等名） 
相模原市立横山公民館運営協議会 

事務局 

（担当課） 
横山公民館 電話０４２－７５６－１５５５（直通） 

開催日時 平成２８年 ６月１６日（木） １９時３０分～２1時２５分 

開催場所 横山公民館 １階 コミュニティ室 

出 

席 

者 

委 員  １８人（別紙のとおり） 

その他   

事務局   ２人（館長代理、活動推進員） 

公開の可否 ■可  □不可  □一部不可 傍聴者数 ０人 

公開不可・一部

不可の場合は、

その理由 

 

会議次第 

開 会 

 

１ 感謝状の贈呈について 

２ 公民館と運営協議会について 

３ 平成２７年度公民館事業結果について 

４ 平成２７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２８年度運営協議会会計の選任について 

６ 平成２８年度公民館事業計画（案）について 

７ 平成２８年度公民館運営協議会収支予算（案）について 

８ 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） 

 

開会に先立ち、事務局から相模原市公民館条例施行規則第１４条第２項に基づき、

本日の協議会の議事・議決は委員過半数出席（１８名出席）により成立する旨説明。

また、傍聴希望者なしとの報告を行った。 

 

開 会 

   

  平成２８年度変更の委員７名のうち、４名の出席者(志村委員、田井中委員、長沼

委員、望月委員)に委嘱状を授与した。欠席者については、後日、授与することに

なった。 

   末永館長あいさつの後、委員の自己紹介を行った。 

  本日の協議会の代理出席(石川文化部長、小野寺体育部副部長)について、出席委

員全員の承諾を得た。 

  

  議事進行については、会長である館長が行う。 

《議 題》 

１ 感謝状の贈呈について 

   感謝状贈呈者３名(羽深シヅカ氏、箭川貴美子氏、福江文子氏)へ感謝状の贈呈

予定であったが、当日の出席者２名へ贈呈した。なお、欠席者(福江文子氏)に

ついては、後日，事務局よりお届けすることになった。 

 

２ 公民館と運営協議会について 

   事務局から資料をもとに説明を行った。 

内容についての質疑・意見等はなし。 

  ○資料のＰ４【公民館運営協議会】職務内容（５）公民館の施設、整備等の利用

に関することについて、「設備等の利用に関すること」の間違いではないかとの

指摘あり。 

  ●確認後、間違いであれば資料を訂正することとした。 

 

 ３ 平成２７年度公民館事業結果について 

   各専門部の代表者（文化部・体育部・青少年部）と公民館主催事業については、

事務局から説明を行った。 

○青少年部の事業について、募集人数より申込み人数が多い場合の対応はどのよ

うにしているのか。 



○青少年部鶴山委員より、その場合は、抽選を行っているとの回答。 

  ○「名刺のいらない仲間づくり」事業について、①平成２６年度は「男性限定」

としたが、準備委員が集まらず開催できなかった。②平成２７年度は準備委員

は男性のみであったが、参加募集は男女としたことについての経過を説明して

ほしい。また、リタイヤ（定年退職）は男性に限ったことではなく、対象者を

「男性限定」にする必要はないのではないか。 

  ●①平成２６年度は「男性限定」としたため、結果的に、準備委員を集めること

ができず開催できなかった。 

   ②平成２７年度は男性の準備委員で検討をした結果、事業の募集については、

    男女とした。 

    平成２８年度については、ご意見を参考に検討させていただくことになった。

  

 ４ 平成２７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 

   会計・末永委員及び会計監査・髙橋委員が資料をもとに報告を行った。 

内容についての質疑・意見等はなし。 

 

 ５ 平成２８年度公民館運営協議会の会計の選任について 

   今年度、会計の末永委員が会長（館長）に就任したため、会計の選任を行うこ

ととなった。 

●立候補、推薦等がなかったため、事務局案として森きん子委員の推薦を提案し、

承認された。 

    

 ６ 平成２８年度公民館事業計画（案）について 

各専門部の代表者（文化部・体育部・青少年部）と公民館主催事業については、

事務局からそれぞれ資料をもとに説明を行った。原案どおり、承認された。 

内容についての質疑・意見等はなし。 

 

 ７ 平成２８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。 

  〇講師謝礼が５，０００円で計上されているが、ボランティアにお願いしている

のか。また、公民館が有料化されると聞いたが、今年度から有料化されるのか。

  ●基本的に、講師料のかからない公的な方に講師をお願いしているため、講師謝

礼は５，０００円としている。公民館の有料化については、現在、検討中で詳

しいことが不明のため、情報提供ができることはない。ただし、今年度中に有

料化されることはないと説明した。 

  ○決算額と予算額が同額になるのはなぜか。 



   ○前年度決算額と今年度の予算額が違っているのはおかしいとの指摘があっ 

た。 

   ●事務局で確認します。 

 

 ８ その他 

（１） 運営協議会委員の担当専門部について 

   事務局より資料をもとに担当専門部案を説明し、承認された。 

  ●運営協議会委員は、各専門部の年間２～３回ある部会と担当事業への参加を

 お願いした。 

  

（２） 運営協議会視察研修会について 

   事務局より過去３年間の市内公民館視察研修先の一覧表を参考に、視察先 

の候補地の検討を行った。視察先については、決定しなかった。 

   ●事務局より第２回公民館運営協議会において、候補地案を提示することと 

    し、後日、候補地があれば、事務局までお知らせいただくことになった。 

  

（３） 「第３８回全国公民館研究集会神奈川大会・第５７回関東甲信越静公民館研

究大会ＩＮさがみはら」について 

事務局より資料をもとに説明した。 

内容についての質疑・意見等はなし。 

   ○８月２６日（金）について、運営スタッフとして、髙橋委員と茅委員から参

加希望があった。 

   ●運営スタッフとして、大会運営に携わっていただける方は、後日、事務局ま

で申し出ていただくこととした。 

 

（４） 平成２７年度横山地区青少年健全育成協議会事業計画及び平成２８年度横

山地区青少年健全育成協議会事業計画等について 

木村委員より資料をもとに説明があった。 

内容についての質疑・意見等はなし。 

 

 情報交換 

   〇昨年移動した灰皿の場所について、雨の濡れない元の場所に戻してほしいと

の要望があった。 

   ○元の場所では、子どもが遊んでいる場所なので喫煙場所としては、良くない

のではないか。 

   ○公民館運営協議会だけの了解で済むことではなく、教育委員会としての環境



配慮の問題である。そちらの意見に従うべきではない。 

   ○本来、公共施設である公民館は喫煙場所ではない。 

   ○最近、公民館の敷地内でボール等で遊ぶ子どもを見かけ、近くの「ふれあい

    広場」で遊ぶよう声をかけたが、いけなかったかとの質問があった。 

   ○茅委員から「ふれあい広場」は市が管理しており、使用については手続きが

    必要であるため、自由に利用することはできないとの説明があった。 

 

 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 倉田 秀文 横山小学校教頭 ― 出席 

３ 立和名 千鶴子 作の口小学校教頭 ― 欠席 

４ 渋谷 国治 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  高山 千秋 清新中学校ＰＴＡ書記 青少年部 欠席 

７ 茅 祐司 横山地区自治会連合会副会長 体育部 出席 

８ 田井中 栄子 横山地区自治会連合会 体育部 出席 

９ 佐藤 雅樹 横山地区自治会連合会 文化部 欠席 

10 髙橋 年廣 横山地区社会福祉協議会長 体育部 出席 

11 藤田 勝利 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 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 

15 井山 文江 横山公民館利用団体協議会協力委員 文化部 出席 

16 森  保 学識経験者 体育部 出席 

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 欠席 

19 西原 祐子 横山公民館文化部副部長 文化部 欠席 

20 福里 昇吾 横山公民館体育部長 体育部 欠席 

21 鶴山 美紀子 横山公民館青少年部副部長 青少年部 出席 

22 岡本 せつ子 横山地区民生委員･児童委員協議会長 文化部 欠席 

23 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 

 

※西原祐子委員については、横山公民館文化部長の石川恭子氏が代理出席した。 

※福里昇吾委員については、 横山公民館体育部副部長の小野寺剛士氏が代理出席した。 


