
 

様式３         会   議   録 

会議名 
（審議会等名） 

平成２７年度第２回中央公民館運営協議会 

事務局 
（担当課） 

生涯学習部中央公民館（電話７５８－９０００） 

開催日時 平成２７年９月１０日（木）午後７時～８時４０分 

開催場所 中央公民館 コミュニティ室 

出

席

者 

委員 ２０人（別紙のとおり） 

事務局 ２人（館長代理、活動推進員１人） 

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 

 
１ 開会…運営協議会規約第５条の２により過半数以上の出席

で、会議は成立したことを宣告。 
 ２ 会長（公民館長）あいさつ 
 ３ 議題 

（１）公民館功労者表彰について 
（１）平成２７年度運営協議会事業計画と活動費補助金予算

書（案）について 
（２）平成２７年度中央公民館事業計画について 
（３）平成２７年度公民館専門部員等について 
（４）主な公民館事業等に対する運営協議会委員の担当等に

ついて 
（５）事業実施結果報告及び今後の事業等について 
（６）町民運動会について 
（７）その他 

 
 ６ 閉  会 

 
 



協議結果 

１ 開会…運営協議会規約第５条の２、過半数以上の出席で会議成立を宣告。

 ２ 会長（公民館長）あいさつ 
   ここから代田議長の進行により、事務局及び関係者から説明し質疑応答を

  行った。 
３ 議題 
（１）公民館功労者表彰について…資料のとおり推薦者４名に決定。 
   徳田文夫氏（公民館運営協議会委員）、今井一男氏（青少年部員）、瀬ノ

上洵子氏（ＨＰ編集委員会委員）、菅沼正幸氏（ボランティアまごの手） 
（２）事業実施結果及び今後の事業等について…資料に基づき説明し一部追記

訂正のうえ了承された。 
（３）町民運動会について…実行委員長から説明。委員の皆さんの協力を求め

た。また、自治会に資料を渡し説明済みであること。ポスターを自治会に

本日配付済であることを伝えた。 
＊今年度の変更点は、怪我等が出そうな競技（むかで競争）を採点種目か

ら外し、ペアビン釣リレーを採点種目とした。 
＊昼休みは SC さがみはらによる「ふれあいサッカー」とジュニア・シニ

アリーダー及び子狸クラブ指導による「妖怪ウォッチ」を踊る旨を伝え

た。 
   ＊運営ボランティアとして今年度も中・高校生の協力を得て実施する。 
（４）公民館まつりについて…事務局から説明。 

   ＊参加団体５７団体（昨年５３団体）…ここ２年間参加団体が増加。 
（５）中央公民館事業評価について…事務局から説明。資料参照。評価委員の

構成・方法・対象は、事務局が１２月の会議に案を提示し、決める。 
（６）その他 

   ① 平成２８・２９年度青少年指導員候補者の推薦について…太田地区長

に打診中。平成２８年１月下旬までに提出する。 
   ② 公民館ホームページについて 

＊今まで、公民館関係団体や市民からの要望を受け検討してきたデザイン

案（トップページ）をホームページ編集委員長から報告し、理解を求め、

全員の了承を得た。 
     ＊今後は、ホームページ編集委員会で更に検討を進め、完成次第１１月以

降に新ホームページへの切り替えを行うことが承認された。 
   ③ 平成２７年度運営協議会・専門部員合同視察研修会について…来年 

３月上旬に実施予定。視察先については、１２月の会議で決定する。 
４ 次回、運営協議会の開催は、１２月１０日（木）午後７時を予定 

 

 

協  議  経  過     （１／４）



主な内容は次のとおり。（○は委員の発言、●は事務局又は市側の発言及び説明）

 
○会長（公民館長）あいさつ 

＊ 時事ニュースについて触れた後、現在までつつがなく盛況のうちに事業 
 が出来ていることに感謝を述べた。 
＊ 先日の「ぼくの私の夏休みプランでは、①グループワークによる「未来

予想図」を話し合い、②自然との触れ合い「ジャガイモ掘り」で土に触

れる機会。③社会見学「パン工場見学」④工作「鉛筆を小枝で作る」等、

自然を活かし取り組んでいること、そしてこのまちをどんなまちにしよ

うか考えていること、がとても素晴らしいと感じた。 
＊ 市として、公民館の有料化に向けた検討がされていることを報告。 

 
議題 
（１）公民館功労者表彰について、推薦委員会代田委員長から資料のとおり説明

があり、推薦者４名が承認された。 
  徳田文夫氏（公民館運営協議会委員）、今井一男氏（青少年部員）、瀬ノ上

洵子氏（ＨＰ編集委員会委員）、菅沼正幸氏（ボランティアまごの手） 
●徳田氏については、今まで表彰する側であったが、今年４月に７年勤めた館長

を退任され対象となった。ほか３名は５年以上活躍された方々である。 

●先日運営協議会委員の中から、「表彰の場は公民館まつりが妥当ではないか。」

との御意見があり、来年度以降の表彰の場をその方向で検討していきたい旨を

伝えた。 
 

（２）事業実施結果及び今後の事業について、資料に基づき説明し、了承された。

○「子どもまつり」講師・指導者等の欄に、自治連（宇宙ミニミニ教室）、青少 
年健全育成協議会も協力団体として記載する。 

●夏休み体験教室の「市のバス借上げ」について、今年度からバス運行の距離及

び時間が短く制限され、ＪＡＬ工場見学の場合、他の施設見学ができない旨を

公民館青少年部に説明し、御理解いただいたことを報告。 
○子どもまつりで、宇宙ミニミニ教室として自治連が協力しているので、講師・

指導者等欄に協力者として記載を。 
○青少年健全育成協議会も協力者として追記を。 
●今後の実施事業で、「市民健康まつり」は今年度初めて公民館・健康づくり普 
 及員・体育部・青少年部４者で実行委員会を組織し準備に取り組んでいる。 
まだ参加者が少ないので地域や関係者への声かけを願った。自治会にはポスタ

ー掲示をお願いした。 
●「悠々学級」及び「公民館まつり」を担当から説明。 
  現在、悠々学級生は４７名（５０名募集）。公民館まつりの参加団体は一昨 

協  議  経  過     （２／４）



年よりも昨年（５３団体）、昨年よりも今年（５７団体）と増加している。 
  当日の成功に向けて関係者一同取り組んでおり、運営委員皆様も見守りや 
アドバイス等をお願いしたい。新規参加は１０団体。 

 
（３）町民運動会について、実行委員長から説明。委員の皆さんにも協力を 

求めた。（自治会に資料を渡し説明済み。またポスターを本日配付済。） 
＊次回町民運動会の会議（１０月３日）のお知らせ。 
＊今年度の変更点は、怪我等が出そうな競技を採点種目から外し、ペアビン釣

 りリレーを採点種目とした。いずれも競技ルールは同じ。 
＊昼休みは 昨年に引き続き SC さがみはらによる「ふれあいサッカー」と 

ジュニア・シニアリーダー及び子狸クラブ指導による「妖怪ウォッチ」を 
踊る旨を伝えた。 

 ＊運営ボランティアとして今年度も中・高校生の協力を得て実施する。 

 
（４）公民館まつりについて、事務局から説明。 
 ＊参加団体５７団体（昨年５３団体）…ここ２年間参加団体が増加。 

 
（５）中央公民館事業評価について 
●当館は毎事業ごとにアンケート及び反省会等により評価しているが、今後実施

者側だけでなく、評価委員等により評価シートを作成して評価していきたい。

１２月を目途に組織を作り、年度内に手順を決めたいがいかがか。 
○評価の対象は、全てを一つひとつ実施しようとしているのか？他館の例は？ 
●１年に１～３事業を選択し、評価シートで評価している例が多い。 
○公民館利用は沢山の方々が申し込みし、抽選で半分は使用できていない。もっ

と多くの方々が利用できるよう、事業の評価で精査する必要があるのではない

か。 
○年度内で一つ程度取り上げ評価してください、ということでよいと思う。毎年

その都度評価委員会を組織して実施する等。 
○今年度下半期に入るので、これから組織を立ち上げ来年度から実施としたい。

 （議長） 
○評価委員は、本来的には運営協議会委員が入って実施した方が良いのでは。 
○評価委員会を作ることについては良いと思う。運協委員が何人か入って新しい

角度で評価するほうが良いのでは。評価委員の構成や評価の仕方、評価対象等

事務局で１２月に提案し運協で検討するのが良いとい思う。 
●評価委員の構成・方法・対象は、事務局が作成し、１２月の運営協議会に提案

する。 
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（６）その他 
●平成２８・２９年度青少年指導員候補者の推薦について…地区長に打診中。 

平成２８年１月下旬までに提出する。 
○公民館ホームページについて…委員長から説明。 
＊今まで、公民館関係団体や市民からの要望を受け検討してきたデザイン案 
（トップページ）をホームページ編集委員長から報告し、理解を求め、全員

の了承を得た。 
＊新ホームページの狙いは、①より簡単に投稿や管理ができること。②中央地

区の情報発信基地になること。の２点をポイントとして取り組んでいる。 
  ＊今後は、ホームページ編集委員会で更に検討を進め、完成次第１１月以降に

新ホームページへの切り替えを行うことが承認された。 
●平成２７年度運営協議会・専門部員合同視察研修会について…来年３月上旬に

実施予定。視察先については、１２月の会議で決定する。 

 
次回、運営協議会の開催は、１２月１０日（木）午後７時を予定。 

 

                               以 上 
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中央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  山田 光一☆ 中央公民館 会長 出席 

2  飯塚 亮人☆ 富士見小学校  出席 

3  佐藤 陽一☆ 中央中学校  出席 

4 代田   昭 中央地区自治会連合会 議長 出席 

5 牛尾 良一 中央地区自治会連合会  出席 

6  大沼 敏男☆ 中央地区自治会連合会  出席 

7  長澤  孝☆ ＰＴＡ（弥栄小学校）  出席 

8 吉田麻奈美☆ ＰＴＡ（中央中学校）  出席 

9 佐藤 理八 中央地区老人クラブ連合会  出席 

10  徳田 文夫☆ 中央地区社会福祉協議会 副議長 出席 

11  内山 妙子☆ 中央地区民生委員児童委員協議会  出席 

12 太田 正人 中央地区青少年健全育成協議会 会計 出席 

13 井上 博美 中央公民館利用団体協議会  出席 

14 山下すず代 中央地区スポーツ推進委員  欠席 

15 豊田 和芳 中央地区青少年指導員  出席 

16  松田 正則☆ 中央地区健康づくり普及員協議会  出席 

17 岡本 和茂 中央公民館体育部  出席 

18 太田 道子 中央公民館青少年部  出席 

19 川成 晴美 中央公民館館報編集委員会  欠席 

20 倉澤 良明 中央公民館ホームページ編集委員会  出席 

21 木口  榮 学識経験者  出席 

22  大畑 吉美☆ 学識経験者  出席 

   ☆印は、今年度新任又は変更の委員 


