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会議次第 

開 会 

１ 平成２７年度事業結果報告と今後の事業予定について 

２ 青少年指導員およびスポーツ推進委員の推薦について 

３ 公民館長の推薦について 

４ 広報部の設置について 

５ その他 

  (１) 横山地区青少年健全育成協議会事業結果と今後の予定に 

     ついて 

  (２) 健康づくり普及員事業結果と今後の予定について 

(３) 公民館運営協議会視察研修について 

（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） 

 

 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（１９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 

宮田館長あいさつ 

 

 平成２７年１１月２０日（金）市政功労者として北川春惠氏、森きん子氏が表彰。

 第１回運営協議会欠席された、渋谷委員（清新中学校長）の紹介。 

 

１ 平成２７年度事業結果と今後の予定について 

 

  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

館長代理から平成２７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。

 ※内容についての質疑・意見等はなし。 

 

●公民館主催事業の公民館振興計画事業「名刺のいらない仲間づくり」は、男性だ

けでなく、女性の参加も可としたことを説明。 

 

２ 青少年指導員およびスポーツ推進委員の推薦について 

 

青少年指導員およびスポーツ推進委員の推薦について、館長代理が概要等を説

明。 

 

●現在、青少年指導員とスポーツ推進委員ともに欠員が１名。青少年指導員につい

ては、館区内において、青少年指導及び育成について深い関心と理解のある方。ス

ポーツ推進委員については、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。それぞれに相応しい方

の推薦を是非お願いしたい。特に、スポーツ推進委員１名は、女性が望まれる。 

〇青少年指導員に藤田由香里氏が委嘱されたが、本来は運協の同意を得てから市へ

報告をすべきもの。手続き上、運協の開催には困難があるが、この場において口頭

で報告を要請する。 

●事後報告を陳謝し、平成２７年８月１日付けで市から委嘱されたことを報告。 



３ 公民館長の推薦について 

 

 平成２８年４月２２日付けで公民館長の任期が満了するため、公民館長の委嘱替え

について、館長代理が説明。 

 

 ●２４名の委員の中から９名（分野別委員から選出）の公民館長推薦委員を選出し、

公民館長推薦委員会を立ち上げ、平成２８年１月１４日の報告期限までに、公民館

長へ推薦書を提出することを要請。 

 〇再任は可能なのか。 

 ●３期９年を超えなければ再任は可能である。 

※原案のとおり、了承された。 

 

４ 広報部の設置について 

 

  宮田館長が広報部の設置の必要性について説明。 

 

 ●振興計画に基づき、提案するもの。広報部設立に向けて、プロジェクトチームを

立ち上げたい。 

 〇５～６名の委員で行っている現状を考えると、時期尚早である。後継者の育成や

体制を整える等が先ではないか。 

 ●振興計画は、２～３年の間に着手し設立することを、目標としている。 

 〇専門部となった場合のメリットが見えてこない。 

 ●役員会の一員になること。また、運営協議会から若干の活動資金を得て、活動が

円滑になること等が挙げられる。現状は、取材や研修等自己負担である。専門部と

しての体制を整えることで、役員一人一人の負担が軽減できる。 

 〇専門性が高いため、大勢でない方がよいと思う。 

  ※事務局で、プロジェクトチームを立ち上げることで了承された。 

  

５ その他 

 （１）横山地区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小星委員が説明。 

     ※内容についての質疑・意見等はなし。 

 （２）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箭川委員が説明。 

※内容についての質疑・意見等はなし。 

 



 （３）公民館運営協議会視察研修について 

 館長代理が公民館運営協議会視察研修の内容を説明。 

    今年度の視察研修について、日時は、平成２８年２月２１日（日）場所は、

伊豆方面（三島大吊橋と世界遺産韮山反射炉）に決定。 

 ●宮田館長が今後、専門部経費等の増加が見込まれるため、視察研修は隔年実施に

していくことを提案。第３回横山公民館運営協議会で検討したい。 

 〇毎年実施しており、負担費用の増額等の対応で実施を望む。 

 

（４）情報交換 

  宮田館長が以下３点について説明。 

 ア 公民館における受益者負担の導入（有料化）について 

  市では公民館における受益者負担の原則を導入することを検討中。今後、意見を

聴く機会が設定される予定、日程は未定。詳細な内容は、現時点では不明。 

 

 〇サークルで蕎麦打ちを行うことがあるが、かなりの光熱費等使っていることを考

えると、有料化には賛成（他同意見１件）。 

 

 イ 公民館の修繕等について 

男性ボランティアのゼロツウ/テンによる、玄関前石庭の垣根の設置と駐車場の植

栽の剪定が行われた。また、１２月６日（日）館清掃日に立ち木の剪定を行う予

定。 

●転落等の危険防止のため、くすのき周辺に杭を打ち、ロープで囲う予定。 

〇景観を損ねるのではないか。 

○ロープを張るだけではあまり効果がないのではないか。 

●安全対策が急務である。 

 

ウ 喫煙場所の移動について 

現在玄関前にある喫煙場所を、自動販売機付近に移動する。 

〇移動には賛成だが、雨対策の工夫を望む。 

●今後、検討する。 

 

                             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 宮田 明人 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 渡邊 誠 横山小学校ＰＴＡ副会長 文化部 出席 

６ 大谷 清光 清新中学校ＰＴＡ会長 青少年部 欠席 

７ 延 昭徳 横山地区自治会連合副会長 文化部 欠席 

８ 茅 祐司 横山地区自治会連合会副会長 体育部 出席 

９ 宮島 毅 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 羽深 シヅカ 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相談役 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 片山 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 末永 暁子 学識経験者 体育部 出席 

19 津川 俊雄 公募委員 青少年部 欠席 

20 福江 文子 横山公民館文化部副部長 文化部 出席 

21 福里 昇吾 横山公民館体育部長 体育部 出席 

22 鶴山 美紀子 横山公民館青少年部副部長 青少年部 出席 

23 岡本 せつ子 横山地区民生委員･児童委員協議会長 青少年部 出席 

24 箭川 貴美子 横山地区健康づくり普及員協議会 体育部 出席 

 


