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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） 
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開催場所 横山公民館 １階 大会議室 

出 

席 
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委 員    １６人（別紙のとおり） 

その他   

事務局   ２人（館長代理、任期付短時間勤務職員） 

公開の可否 ■可  □不可  □一部不可 傍聴者数 ５人 

公開不可・一部

不可の場合は、

その理由 

 

会議次第 

開 会 

１ 平成２８年度事業結果報告と今後の事業予定について 

２ スポーツ推進委員の推薦について 

３ 青少年指導員の推薦について 

４ 公民館運営協議会視察研修について 

５ その他 

  (１) 公民館の貸室利用に係る使用料導入に向けた検討につい 

      て 

  (２) 平成２８年度青少年健全育成協議会事業結果と今後の予 

定について 

(３) 平成２８年度健康づくり普及員事業結果と今後の予定に 

   ついて 

（４）情報交換 

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、■は生涯学習課の発言）

 

 開会に先立ち、事務局より相模原市公民館条例施行規則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（１６名出席）により成立する旨説明。 

また、傍聴希望者５名との報告を行った。 

 

開 会 

・末永会長(館長)あいさつ 

 ・藤田生涯学習課長あいさつ 

 

  議題５その他(１)「公民館の貸室利用に係る使用料導入に向けた検討について」

 を最初に行うこととし、協議に入った。 

 

５ その他 

 (１) 公民館の貸室利用に係る使用料導入に向けた検討について 

   生涯学習課からの説明後、質疑と意見交換を行った。 

 ○公民館設置の基本方針について説明して欲しい。それを踏まえた上で、受益者負

担の導入は市の方針として考えているのか、それとも公民館だから考えているの

か。 

 ■公民館は社会教育法に基づき設置しており、公民館を社会教育施設として今後も

維持するためにも受益者負担の導入を検討している。 

 ○横山公民館に入った収入は、横山公民館で使用できるのか。または、市の会計課

  の収入となり市全体の収入になるのか。 

 ■使用料は公民館の維持管理の財源になるが、横山公民館の収入ということではな

く、公民館全体の財源になる。 

 ○減免について、市として減免対象は特定しているのか。また、地域には自治会連

合会、社会福祉協議会、民生委員・児童委員協議会、ボランティア団体等様々な

団体があるが、減免にする対象は決めているのか、また、減免にするためには、

申請等が必要になるのか。 

 ■公益的な団体は減免対象にすることを考えている。また、ボランティア団体等に

ついても関係課と調整しながら、今後検討を進め、減免をする場合は、申請をし

ていただくことになると考えている。 

 ○減免を受けられない団体は、受益者負担の導入により活動が制限されることにな

るが、そのことについてどのように考えているのか。 

 



 ■公民館が社会教育施設であり集いの場であることに配慮し、運営協議会の皆様の

ご意見を伺って利用しやすい料金設定にしたいと考えている。 

○受益者負担の導入により、新たな事務や契約等が発生し、その経費により収入は

そこまで見込めないのではないか。 

 ■「サービスの低下防止」と「公民館の特性を踏まえた料金設定」に重点を置き、

バランスのよい結果となるよう考えたい。 

 ○受益者負担が導入された場合の経費については、どのようなものがあるのか。 

 ■新たな経費については、今後具体的な導入方法を検討した上で確定するが、でき

る限り経費が抑えられる方向で検討している。 

 ○公民館を借りる場合、使用料を払えば法人でも利用できるのか、また、地域以外

の団体・個人でも利用できるのか。 

 ■社会教育法に基づく公民館に変わりはないので、利用対象は受益者負担導入後も、

現在と同様である。  

 ○今後の検討と具体的な取り組みについて教えて欲しい。 

 ■９月より受益者負担の導入に向けての説明会を始め、３２館２７公民館運営協議

会からご意見を伺っており、今後導入時期等も含め検討していく。 

 ○大会議室の使用料が１，０００円とあるが、これは１時間あたりの部屋代だと思

うが確認したい。 

 ■１部屋に掛かる１時間あたりの使用料を例示した。 

 ○この料金で「施設の運営に係る費用（約６億円）」を賄うことができるのか。 

 ■収入を見込むに当たり、公民館の利用率や公民館の役割に配慮した負担割合を考

慮すると、その一部に限定されると思っている。 

 ○キャンセル料については検討しているのか。 

 ■公民館の予約・利用の適正化については現在も課題となっており、受益者負担の

導入を機に改善に向け取り組みたい。その上で、キャンセル料の導入が必要かど

うかについても、検討していきたい。 

 ○６億円の施設運営費に対して、費用対効果の関係で思ったような収入が見込めな

いとするならば、受益者負担はやらないという選択肢はないのか。 

 ■総収入や必要経費等を精査し、制度設計したい。 

 ○個人的意見として、公民館は社会教育施設であり、誰でも気軽に集える場として、

今までどおり無料でお願いしたい。また、有料と無料の線引きが非常に難しいの

ではないか。 

 ○以上の意見を参考に、市として、今後、受益者負担の導入に向けた検討をお願い

したい。 

 

 



１ 平成２８年度事業結果報告と今後の事業予定について 

  文化部、体育部、青少年部、および公民館主催事業について、各専門部代表及び

事務局より平成２８年度前半の公民館事業結果報告と今後の予定について説明。 

 ○文化部の１１月１２日(土)デジカメ講座の参加人数は何人か。 

 ○参加人数は５名である。 

 ○文化部の２月１３日(土)開催予定の国際交流の具体的な内容を知りたい。 

 ○内容については、現在検討中である。 

 

２ スポーツ推進委員の推薦について 

事務局より「スポーツ推進委員推薦要項」と「スポーツ推進委員の概要」を説明

した。館区内において、スポーツに深い理解と情熱をもち、各種スポーツ活動の遂

行に献身的で実行力をもっている方の推薦をお願いした。 

※内容についての質疑・意見等はなし。 

 

３ 青少年指導員の推薦について 

事務局より、現在、青少年指導員に欠員が１名いることを報告。館区内において、

社会的信望があり、青少年指導及び育成について深い関心と理解のある方の推薦を

お願いした。 

※内容についての質疑・意見等はなし。 

 

４ 公民館運営協議会視察研修について 

  事務局より公民館運営協議会視察研修(案)について説明。 

  ・日時については、平成２９年２月１９日(日)に決定した。 

  ・場所については、事務局一任となった。 

  

５ その他 

 （２）平成２８年度青少年健全育成協議会事業結果と今後の予定について 

    横山地区青少年健全育成協議会長の木村委員が説明。 

     ※内容についての質疑・意見等はなし。 

 （３）平成２８年度健康づくり普及員事業結果と今後の予定について 

    健康づくり普及員の望月委員が欠席のため、事務局より説明。 

※内容についての質疑・意見等はなし。 

 

 （４）情報交換 

   ○岡本委員より１１月３０日(水)で民生委員・児童委員を退任するが、運営協

議会委員も退任することになるのか。 



    ●運営協議会委員については、平成２９年５月３１日(水)まで任期があるので、

    今後も引き続きお願いしたい。 

   ○森委員より、１２月４日(日)利用団体協議会による館清掃があるので、協力

の依頼あり。 

   ●茅委員が平成２８年１１月２０日(日)市制記念日にけやき会館において、長

年の自治会活動の功績が認められ、市政功労表彰(個人)を受賞されることを

報告した。 

   ○茅委員より受賞にあたってのあいさつがあった。 

 

閉 会 

末永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 ― 欠席 

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 欠席 

６ 高山 千秋 清新中学校ＰＴＡ書記 青少年部 出席 

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 欠席 

９ 佐藤 雅樹 横山地区自治会連合会 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 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 欠席 

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 横山公民館文化部運営委員 文化部 出席 

20 福里 昇吾 横山公民館体育部長 体育部 出席 

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 出席 

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 欠席 

 


