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（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） 
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委 員    １７人（別紙のとおり） 

その他   

事務局   ２人（渡辺館長代理、野口主事） 

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 平成２８年度各部専門部及び公民館の事業結果報告について 

２ 平成２８年度事業評価について 

３ 平成２９年度各専門部及び公民館の事業計画（案）について 

４ その他 

(１) 平成２８年度横山地区青少年健全育成協議会事業結果及

び平成２８年度地域・子どもふれあい事業結果について 

   平成２９年度横山地区青少年健全育成協議会事業計画

（案）及び平成２９年度地域・子どもふれあい事業計画

（案）について 

(２) 平成２８年度健康づくり普及員協議会事業結果及び平成

２９年度健康づくり普及員協議会事業計画（案）について 

 (３) 横山公民館運営協議会委員の変更について 

（４）平成２９・３０年度相模原市スポーツ推進委員の報告につ

いて 

  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） 

 

 開会に先立ち、事務局から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（１７名出席）により成立する旨説明。 

また、傍聴希望者無しとの報告を行った。 

 

開 会 

末永館長あいさつ。 

 

１ 平成２８年度各部専門部及び公民館の事業結果報告について 

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

務局から平成２８年度後期の事業結果報告について説明を行った。 

 ※内容についての質疑・意見等はなし。 

 

２ 平成２８年度事業評価について 

  事務局から報告。 

公民館の主要９事業（文化部２事業・体育部２事業・青少年部２事業・公民館事

業３事業）を対象に、①企画、②運営、③ねらいの到達度について、第１次評価者

と第２次評価者がそれぞれ評価を行い、全ての事業が適切に実施されたを報告し

た。なお、特記事項については、課題等について報告し、後ほどよく読んでいただ

くようお願いした。 

 ○野菜づくり教室の特記事項について補足説明あり。 

 「青少指」と記載があるが、「運営委員」と訂正してほしい。 

 たまたま作業を行ったのが青少指ではあるが、担当は「運営委員」である。 

  また、野菜のつる切りは大変な作業であるため、来年度は保護者にもお手伝いを

呼びかけたい。 

 

３ 平成２９年度各専門部及び公民館の事業計画（案）について 

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

務局から平成２９年度事業計画（案）について説明を行った。 

 《質問、意見等》 

 ○子ども会から運動会の表彰式の際、賞状だけでなく副賞もいただくことはできな

いか、来年度に対応してもうことはできないか。 

 ●子ども会リレー１種目のこともあり、予算も関係するため、今後、検討させてい

ただきたい。 



 ○毎年２回市からの共用バスが配車していた。今年は１回ということで、青少年部

の社会見学を自己負担で実施するよう検討していたが、子どもに高額な負担は難し

いということで来年度は中止することになった。来年度、高齢者学級で使用するの

であれば、再来年は青少年部で使用させてもうことはできないか。 

 ○青少年部と高齢者学級とで隔年で使用してはどうか。 

 ●事業予算が削減されたため、来年度は１回の共用バスの配車になるが、双方から 

 話を聴いて検討します。 

 ○卓球の日について、参加人数が少ないので、見直しの必要があるのではないか。 

 ●卓球の日は、公民館事業として行っている。地域の方々が自由に参加できる事業

を実施することは公民館の使命と考えている。もし、地域から使用要望等があれば、

中止・場所の変更等で対応していきたい。 

 ○文化部事業「セルフメディケーション税制」とは具体的にどんなことをするのか。 

○薬など、領収書にマーク表示のあるものについては医療費控除の対象になり、購

入費用について所得控除を受けることができるといった内容を勉強する予定です。 

  

４ その他 

（１）平成２８年度横山地区青少年健全育成協議会事業結果及び平成２８年度地

域・子どもふれあい事業結果について 

   平成２９年度横山地区青少年健全育成協議会事業計画（案）及び平成２９年 

度地域・子どもふれあい事業計画（案）について 

・青少年健全育成協議会会長の木村委員から説明があった。 

※内容についての質疑・意見等はなし。 

（２）平成２８年度健康づくり普及員協議会事業結果及び平成２９年度健康づくり

普及員協議会事業計画（案）について 

・健康づくり普及員理事の望月委員から説明があった。 

     《質問、意見等》 

    ○元気倶楽部の実施回数は何回ですか。 

    ○月１回の実施。申込み人数は２４名ですが、月によって参加人数は異なり 

ます。 

    ○開催日と参加人数が不明である。 

    ○平成２９年度から開催日と参加人数を記載します。 

  (３) 横山公民館運営協議会委員の変更について 

・事務局から横山公民館運営協議会委員の変更について説明を行った。 

・館長から、次期横山公民館運営協議会への代表者は、各専門部の部長や各 

団体の長を選出して欲しいとの要望があった。 

   ・横山公民館運営協議会は、公民館の最高協議機関であり、１０年という区 

切りはあるものの、委員には会長、部長等に御出席をお願いしたいとの補 

足があった。 

 



（４）平成２９・３０年度相模原市スポーツ推進委員の報告について 

      ・事務局から、新スポーツ推進委員として８名の推薦をしたことを報告した。 

 《質問、意見等》 

   ○スポーツ推進委員には年齢制限はないのか。 

   ●平成２９年４月１日現在７０歳以上の方は推薦できない。 

   ●塩谷氏については、４月１日現在で６９歳。１期のみだが、問題はない。 

   ○今年度で辞任される方は誰ですか。 

   ●小野寺スポーツ推進委員と吉田スポーツ推進委員の２名です。 

 

情報交換 

○事業評価シートの見直しを検討して欲しい。 

●来年度、検討したい。 

○青少年健全育成協の花とのふれあい事業の花植えについて、毎回きれいに植え

ていただいているので、大変喜ばれていると、お礼のことばがあった。 

●事務局から、公民館の使用料導入に関して、現在の状況、使用料（案）と減免

措置（案）についての概要を説明した。 

○使用料収入について、他館より多い場合還元される金額は多くなるのか。 

●市の使用料収入となるので、全館一律である。 

○減免対象について、申請時に減免の判断をするのか。 

●現段階では不明であるが、予め減免対象団体に申請してもらい、減免適用団体

へは承認書（許可書）等を発行するようになると考える。 

 

閉 会 

 末永館長のあいさつより閉会した。 

 

 

                             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 ― 出席 

４ 渋谷 国治 清新中学校長 ― 欠席 

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 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 欠席 

10 髙橋 年廣 横山地区社会福祉協議会長 体育部 欠席 

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 出席 

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 前横山地区民生委員･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 

 


