
様式３ 

会   議   録 

会議名 

（審議会等名） 
相模原市立大野中公民館運営協議会 

事務局 

（担当課） 
生涯学習部大野中公民館 電話 042－746－6600（直通） 

開催日時 平成 27 年 11 月 17 日（火） 19 時 30 分～20 時 50 分 

開催場所 大野中公民館 １階 コミュニティ室 

出 

席 

者 

委 員 20 人（別紙のとおり） 

その他     

事務局  4 人（館長代理、公民館職員 3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 

開 会 

１．会長（館長）あいさつ 

２．議 題 

（１） 第 28 回大野中公民館まつりの実施について 

（２） 平成 28・29 年度相模原市青少年指導員の推薦について 

（３） 公民館運営協議会視察研修会について 

（４） 公民館事業結果及び今後の予定について 

（５） 大野中公民館内での飲食について 

（６） その他 

公民館自主企画提案事業の実施状況について 

今後の運営協議会の予定について 

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、●は事務局の発言及び説明） 

 

開 会 （館長代理） 

 

１． 会長あいさつ 

会長（小方公民館長）からあいさつを行った。 

 

２． 議題 

片桐議長が議題に基づき議事進行を行った。 

（１）第２８回大野中公民館まつりの実施について 

   資料に基づき事務局から説明を行った。 

  ●今年度初めて、公民館報に折り込み自治会加入世帯へ各戸配布を行った。印刷

の経費は、参加団体などからの協賛金を充てた。 

 

（２）平成２８・２９年度相模原市青少年指導員の推薦について 

   資料に基づき事務局から報告を行った。 

  ●定数７名のところ、現時点で５名の推薦をいただいており、２名の欠員が出て

   いる。 

  ○年齢制限はあるのか。また、経験は必要か。 

  ●以前は年齢制限があったが、現在はない。また、経験なども必要ない。 

  ●会議などが多く、負担になっているという青少年指導員の声もあるので、 

役割を分担して負担を軽減できるようお願いしているところである。 

  ○青少年指導員の立場で、欠員が出ると一人当たりの負担がさらに増える。 

定数の７名推薦いただけるよう、ご協力をお願いしたい。 

  ●現在選出のない自治会にも声をかけ、引き続き協力をお願いする。 

 

（３）公民館運営協議会視察研修会の実施について 

  資料に基づき事務局から説明を行った。 

  ●視察先として２案、 

①横須賀方面は、まだ施設の予約が取れず、難しいかもしれない。 

②川越方面の川越市立博物館は館長などの解説付きで案内してくれる。 

  ●ここ数年土曜日の開催であったが、平日開催で提案をしたいと考えている。 

  ○平日で提案した理由は何か。 

  ●視察先の都合によるものと、渋滞回避のためである。 

  ○運営協議会の連帯感を高めるためにも多くの委員が参加できるほうが良い。 



  実施は A「平日がいい」、B「土曜日がいい」、C「どちらでもいい」の３項目で挙

  手により、A：0名、B：4名、C：多数 であったため、土曜日実施とする。 

  ⇒平成２８年２月２０日（土）に決定。 

  ○視察先として、第一希望は①案の横須賀として、予約が難しいようであれば②

案の川越としたらどうか。 

  ●事務局で調整し、決定事項を委員に通知することとする。 

 

（４）公民館事業結果及び今後の予定について 

  資料に基づき事務局から説明を行った。 

  ○市民健康まつりの距離は短くできないか。高齢化が進んでおり、参加者から大

   変だと声が寄せられている。 

  ○以前は麻溝公園まで行っていたが、短くはなっている。特に帰りに疲れを感じ

   るのであれば、帰りのことを考えてあげた方が良いのではないか。 

  ○今後、参加人口が減るのは避けられないため、高齢者も参加できるような事業

   を企画していってもらいたい。 

  ○体育祭は継続していった方が良いのか。 

  ○自治会では、体育祭に限り若い年代の参加が多く、今後の自治会運営の軸とな

   る層が集まるきっかけとなっているため、ぜひ継続して欲しい。 

  ○全自治会が一同に会し、対抗する事業は体育祭の良いところ。自治会がまとま

   る良い機会であり、継続してほしい。 

  ○種目は、毎年同じではなく変化がほしい。 

 

（５）大野中公民館内での飲食について 

  資料に基づき事務局から説明を行った。 

  ●前回の提案の際、概ね賛成をいただいているところである。 

   ご意見として、届出制にしたらどうか、という意見を受け申出書を作成した。

また、他館の状況はどうか、ということであったが、市内全館では飲食を認め

る公民館は増えてきているが、近隣の公民館では利用者からの要望が無く、 

必要性は感じていないとのことであった。 

  ●公共の施設のため、無制限に許可するのではない。 

  ○許可条件の「１.公民館サークル活動の一環としたものとする。」が分かりづら

   い。自治会連合会や社会福祉協議会の関係も利用登録はされているので表現を

見直したほうが良いのではないか。 

  ●「１.各種団体、公民館活動サークル等の一環としたものにする。」に変更する。

  ○料理実習室の食器を他の部屋で使うことは認めないで、持ち込みにさせたらど

   うか。 



  ●現状として、貸出しをすることが多いため、認めたい。 

  ○料理実習室の扱いは変わるのか。 

  ●変わらない。今までどおりである。 

  ○利用団体協議会としては、サークルなどにルールを守るよう徹底した周知をし

   ていきたいと思っている。 

  ●本日の、意見により訂正し、公民館での飲食について進めていく。 

 

（６）その他 

 ①公民館自主企画提案事業の実施状況について 

  資料に基づき事務局から報告を行った。 

  ●事業の選考委員に小方館長、八代文化部長、近藤利用団体協議会会長の３名を

選出し、４事業の開設を承認した。 

  ●来年度は申込期限を定めて、年間３事業程度で企画したい。 

  ○単発で参加するのか、それとも通しで参加するのか。 

  ●基本的には、連続参加となっている。 

  ○無料か。 

  ●無料の事業もあるが、資料代として 100 円～500 円を負担いただいている。 

  ○講師を公民館で探してもらえるのか。 

  ●事業の内容や講師について相談には応じるが、事業の企画運営は開設者が行う

こととなる。 

 

 ②今後の運営協議会の予定について 

  資料のとおり、開催する旨を事務局から説明した。 

 

 ③その他 

 

ⅰ．●大野小学校の 100 周年で新設した和室を地域に開放したいと大野小学校長より

相談があった。今後、学校と公民館が連携し、地域住民に貸し出せるスペース

にしていきたい。 

  ・使用時間は 8：30～16：30（土日含む） 

  ・20 畳ほどの畳の部屋 

  ・学校を通るために上履きが必要 

  ○まずは、公民館の部屋が取れない場合に案内する程度で始めたらどうか。 

 

ⅱ．○公民館まつりの日程が１２月になったことで、３月に余裕が生まれてくると 

思うが、公民館で何か考えがあるのか。 



  ●年間まとめや次年度事業の準備など考えていたが、自主企画提案事業により、

   意外と余裕が生まれなかった。 

 

ⅲ．●「大野中ガーデニングズ」というボランティア団体がまちみどり公社の登録・

研修を終了し、公民館・まちづくりセンターの敷地内の植栽や鉢に苗木を植え、

水やりなどの世話を積極的に行う活動を始めた。現在４名で活動しており、 

お花に興味のある方々を募集している。 

 

 

閉  会 

 

 

  



 

大野中公民館運営協議会委員出欠席名簿 

NO 氏名 所属等 備考 出欠席 

1 小方 武雄 公民館長 会長 出席 

2 大越喜一郎 ウイルズスクエア・くじらの会代表  出席 

3 田代 穂積 相模原リリエンハイム自治会代表  出席 

4 大久保宗俊 自治会法人鵜野森自治会代表  出席 

5 菊地原宏明 鵜野森中学校長  欠席 

6 髙田 惠子 大野小学校長  出席 

7 近藤 正雄 鵜野森中学校 PTA 代表  出席 

8 坂本 成美 大野小学校 PTA 代表  出席 

9 佐々木美智子 大野中地区民生委員児童委員協議会代表  出席 

10 飯塚 益郎 大野中地区老人クラブ連合会代表  出席 

11 細谷 省吾 児童館長代表  出席 

12 澤  直成 大野中地区スポーツ推進委員連絡協議会代表  出席 

13 西塚美優紀 大野中地区青少年指導員代表  出席 

14 飯村 弘子 大野中地区青少年健全育成協議会代表  出席 

15 金本 祥司 大野中公民館体育部代表  欠席 

16 齊藤 一城 大野中公民館青少年部代表  出席 

17 八代 道代 大野中公民館文化部代表  欠席 

18 森   敬 大野中公民館広報委員会代表  出席 

19 近藤 冨之 公民館利用団体協議会代表  出席 

20 内藤 勝二 古淵商栄会代表    出席 

21 後藤伊津子 大野中地区健康づくり普及員代表    出席 

22 片桐 雄三 学識経験者 議長 出席 

23 浜田 初枝 公募委員  欠席 

24 境 美根子 公募委員  出席 

25 井上 益子 公募委員  欠席 


