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会議名 

（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） 

開催日時 平成２８年３月１７日（木） １９時３０分～２１時００分 

開催場所 横山公民館 １階 コミュニティ室 

出 

席 

者 

委 員    １８人（別紙のとおり） 

その他   

事務局   ２人（館長代理、活動推進員） 

公開の可否 ■可  □不可  □一部不可 傍聴者数 ３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２７年度事業結果報告について 

２ 平成２７年度事業評価について 

３ 平成２８年度事業計画（案）について 

４ 次期公民館長について 

５ その他 

  (１) 横山公民館運営協議会委員の変更について 

  (２) スポーツ推進委員および青少年指導員の推薦について 

 (３) 平成２７年度横山地区青少年健全育成協議会事業結果お 

   よび平成２７年度地域・子どもふれあい事業結果について

   平成２８年度横山地区青少年健全育成協議会事業計画

（案）および平成２８年度地域・子どもふれあい事業計画

（案）について 

（４）平成２７年度横山地区健康づくり普及員協議会事業結果お

よび平成２８年度横山地区健康づくり普及員協議会事業計

画（案）について 

  ６ 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（１８名出席）により成立する旨説明。 

また、傍聴希望者３名との報告を行った。 

 

開 会 

宮田館長あいさつ 

 事業評価について、まだ定着していない部分があるが、資料が添付されているので、

詳細については後ほどよく読んで欲しい。 

平成２８年４月２２日付けで館長を退任する。残る課題は委員の協力により処理

し、今後、公民館が発展することを期待している。 

  

１ 平成２７年度事業結果について 

  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

事務局から平成２７年度１１月以降（後期）の事業結果報告があった。 

 ※内容についての質疑・意見等はなし。 

 

２ 平成２７年度事業評価について 

  事務局より報告。 

公民館の主要１０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４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、全ての事業が概ね適切に実施されたとの

回答であったことを報告。なお、特記事項については、割愛させていただき、後ほ

どよく読んでいただくようお願いし、意見等があれば、事務局まで申し出でもらう

こととした。 

  また、公民館まつりについては、３月１８日（金）に第５回企画会議（反省会）

を開催し、委員の意見を伺うことになっていると説明。 

 

○事業評価シートについて、第１次評価者と第２次評価者が同じシートに記載され

ているものと、第１次評価者と第２次評価者が別々のシートがあるが、何か意図し

たところがあるのか。 

●事業評価シートは、第１次評価者と第２次評価者は同じ項目を評価したので、担

当者がまとめやすい方法で作成したため、評価シートが分かれてしまった。 

 ○評価シートで人数の合計が合わないところがあるが、その理由は何か。 



●評価シートに未記入の部分があったため、合計が合わないところがある。 

○担当者数が評価者より少ない事業評価シートがあるが、その理由は何か。 

●この事業(成人学級)は担当者数ではなく、班ごとに話し合い第１次評価を行った

ため、担当者数よりも評価者が多い事業評価シートとなった。 

 

３ 平成２８年度事業計画（案）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

事務局から平成２８年度事業計画（案）の報告があった。 

   

 ○文化部は今年度と同じ事業を実施する計画である。 

 ○体育部横山地区運動会は、毎年１０月の３連休に実施していたが、連休中は参加

者が少ないという意見と清新中学校の運動会と重なったこともあり、平成２８年度

は１０月２３日（日）へ変更した。 

 ○青少年部夏休みスタディルームは７月に実施していたが、保護者および子どもか

ら「８月末に開催して欲しい」との要望があったため変更した。 

 ○青少年部子どもフェステイバルは、横山地区運動会が１０月２３日（日）に変更

 になったことに伴い、当初１０月３０日（日）に予定していたが、１１月２０日（日）

へ変更した。理由としては、２週続けて大事業を実施するには準備が間に合わない

ためである。 

●公民館主催事業については、今年度と同じ事業を実施する計画である。 

※内容についての質疑・意見等はなし。 

 

４ 次期公民館長について 

髙橋公民館長推薦委員会委員長から次期公民館長について以下のとおり報告。 

平成２７年１２月１８日（金）から４回の推薦委員会を開催し、公民館長に相応

しい方の推薦を検討していたが、なかなか決まらず、平成２８年１月１４日（木）

の推薦期限までに報告ができなかった。その後、推薦委員会として、横山台１丁目

にお住まいの末永暁子さんを次期公民館長として推薦することを決定し、本人の承

諾もいただいたことから、平成２８年１月２６日（火）に横山公民館運営協議会長

へ報告した。第３回横山公民館運営協議会(本日)の開催には間に合わないため、次

期公民館長として、末永暁子さんが適任者として承諾する旨の委員全員の署名した

報告書を作成し、教育委員会へ提出した。従って、本日は、経過について報告する。

この報告をもって、公民館長推薦委員会は解散することとします。 

 

５ その他 

 （１）横山公民館運営協議会委員の変更について 



  事務局から説明。変更が生じたら推薦書の提出を依頼。 

   ※内容についての質疑・意見等はなし。 

(２) スポーツ推進委員および青少年指導員の推薦について 

     事務局からスポーツ推進委員および青少年指導員の推薦について、概要を

説明。現在、スポーツ推進委員と青少年指導員ともに欠員が１名。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。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。それぞれに相応しい方の推薦を依頼した。特に、スポーツ推進委員

１名は、女性を希望している。 

  平成２８年４月４日（月）青少年指導員委嘱式があじさい会館で実施される。

  館長が出席予定と報告。 

   ※内容についての質疑・意見等はなし。 

(３) 平成２７年度横山地区青少年健全育成協議会事業結果および平成２７年度地

域・子どもふれあい事業結果について 

  平成２８年度横山地区青少年健全育成協議会事業計画（案）および平成２８

年度地域・子どもふれあい事業計画（案）について 

  小星青少年健全育成協議会長から説明。 

※内容についての質疑・意見等はなし。 

（４）平成２７年度横山地区健康づくり普及員協議会事業結果および平成２８年度

横山地区健康づくり普及員協議会事業計画（案）について 

箭川委員から説明。来年度退任するので、平成２７年度事業結果のみ報告。

平成２８年度横山地区運動会は、１０月２３日（日）と訂正。 

※内容についての質疑・意見等はなし。 

 

６ 情報交換 

○自治会の総会が３月中旬にあるので、公民館運営協議会は２月の下旬ごろに開

催して欲しい。日程等の変更があった場合、自治会総会で修正がむずかしくな

る。 

●事務局で検討する。 

 ○次期公民館長について、任期期限の４月２２日まで非公開にしておくのか、本

日から公表してもよいか。 

 ●公民館運営協議会で承認されたので、本日から公表してもよい。 

 

閉 会 

 宮田館長より３年間のお礼と次期末永公民館長へのご支援・ご協力を依頼して閉

会となった。 

                             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 宮田 明人 横山公民館長 ― 出席 

２ 倉田 秀文 横山小学校教頭 ― 出席 

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 ― 欠席 

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 出席 

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 欠席 

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 井山 文江 横山公民館利用団体協議会協力委員 文化部 欠席 

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 

 


