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様式３ 

会   議   録 

会議名 

（協議会等名） 
小山公民館運営協議会（第３回） 

事務局 

（担当課） 
小山公民館 電話０４２－７５５－７５００（直通） 

開催日時 令和４年３月１７日（木） １９時００分～２０時２５分 

開催場所 小山公民館 １階 大会議室 

出 

席 

者 

委 員  １７人（別紙のとおり） 

その他   ４人（小山公民館体育部長、文化部長、青少年部長、広報部長） 

事務局   ４人（館長代理、主事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 

１ 開会 

２ あいさつ 

３ 議題 

（１） 令和３年度事業結果について 

 （２） 令和４年度事業計画について 

 （３） その他 

４ 閉会 
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協 議 の 要 旨 

主な内容は次のとおり。（○は委員の発言、●は事務局、その他の発言） 

１ 開会 

  館長代理より、本日の運営協議会が委員過半数の出席があり、定足数に達してい

ることについて報告した。また、本運営協議会の会議は、審議会等公開基準に基づ

き、公開とさせていただく旨説明を行い、了承を得た。 

２ あいさつ 

  星公民館長（運営協議会会長）よりあいさつを行った。 

３ 議題 

  安藤議長の進行により、議題の協議に入った。 

（１）令和３年度事業結果について 

  令和３年度事業結果について、資料に基づき、事務局及び各専門部長、並び

に各団体から選出された委員より説明を行った。 

    質問は次のとおり 

  ○ホームページアクセス数についてだが、大野南公民館が毎月、かなりのアク

セス数となっている。どのような内容で、どのような工夫をしているか等、

大野南公民館に確認して、小山公民館のホームページに活かしてみたらどう

かと思うが、いかがか。 

●大野南公民館のホームページは、トップページに新型コロナウイルスの感染

状況を大きく載せるなど、皆さんが知りたいと思う情報を長い期間載せてい

ることなどがアクセス数が伸びた要因ではないかと思う。ご意見をいただい

たとおり、大野南公民館に限らず、アクセス数の多い公民館が、どのような

取り組みをしているか研究し、小山公民館のホームページにどのように活か

していけるか、今後、定例会議で話し合っていきたいと思う。 

    その後は特に質問等はなく、議題（１）については了承された。 

 

  （２）令和４年度事業計画について 

    令和４年度事業計画について、資料に基づき、事務局及び各専門部長より説

明を行った。 

    質問は次のとおり 

○１０月１６日に知識講座が予定されているが、同日に小山地区総合防災訓練

も予定されている。昨日も大きな地震があった。また、近年、災害も増えて

いる。防災訓練は重要と思われるので、できれば日程調整等、検討していた

だきたいと思うが、いかがか。 

   ●今現在の予定であるため、日程変更は可能である。重複しないよう検討する。 

      ○ボッチャ大会は社会福祉協議会の事業ということだが、ボッチャは、誰でも
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楽しめるスポーツとして、市でも普及活動を行っている。体育事業との関連

性はないのか。 

●ボッチャについては、これまでも健康まつり等で講習会を行うなど、体育事

業でも取り組んできた。今後、新たな事業として展開していきたいと考えて

いる。少人数でも参加できるスポーツを事業として行っていきたいと考えて

いる。今年度は盛り込むことはできなかったが、今後検討していきたい。 

○体育事業として考えているとのことだが、社会福祉協議会との共催などは考

えていないのか。 

○１５年ほど前に社会福祉協議会が中心となって、ボッチャを始めたが、現在

は、ボッチャボランティアグループが中心となり、毎月の講習会を行ってい

る。老人クラブ連合会との共催で大会を年１回開催している。ご意見をいた

だいたとおり、公民館との共催など、今後、検討していけたらいいと思って

いる。 

○体育事業のことだが、前向きに対応していただけるということで、嬉しく思

う。先ほど、各自治会から選出されている体育事業協力員にアンケートを取

ったとの話だったが、各自治会からの事業協力員は経験のない人も多い。ア

ンケートを取ってもあまり意味がないのでは。また、体育事業に子どもが関

連する事業があまりない。例えば少年野球だが、昔はチームも多く、盛んに

行われていた。今は２チームしかないという話で、大会をやめたとのことだ

が、大会があれば子どもたちも励みになって一生懸命やるのではないか。例

えば、他の地域の少年野球チームと合同で大会をやるとか、どうしたらでき

るのかを考えていただけたらと思う。地域の子どもたちがどうしたらスポー

ツに参加できるかを考えていただきたいと思う。 

●これまで体育事業は子どもの事業を中心にという考え方で進めてきたとい

う認識はないが、ご意見をいただいた、他の公民館との連携については、検

討課題はあるとは思うが、今後、体育部会でも諮ってみたいと思う。また、

アンケートの話は、体育部員については、個人に対して行ったが、体育事業

協力員については、個人に対して行ったものではなく、協力員を通じて、自

治会としての意見をまとめてほしいと実施したものであるので、経験のある

なしは関係ないものと思っている。 

○その他の事業で、利用者懇談会が実施しているミニアートギャラリーは、事

業化していないのか。いろいろなサークルに活用いただいていたので、ぜひ、

継続していきたいと思っている。また、ミニアートギャラリーは、他のサー

クルとの連携等もできる場ではないかと思うので、利用者懇談会が実施して

いるミニアートギャラリー、オープンサークルについては、継続事業として

いただけないのか。 
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●ミニアートギャラリー、オープンサークルについては、事業実施月が明確に

定まっているものではないため、来年度の事業計画には反映させられなかっ

たが、次年度以降の計画を作成する際には、反映させていければと考えてい

る。 

○子ども会に入る子どもが減っていることで、小山地区は、現在、３子ども会

だけになり、来年度以降、廃止することが決まっている子ども会もある。昔

は、少年野球などの大会も多数あり、多くの子どもたちが参加していた。

年々、大会等も少なくなり、コロナの影響もあるが、参加する子どもたちが

減っている。子どもたちだけでなくその親も含め、活動が多様化する中、子

どもたちに団体活動に参加してもらえる方法を考えている。地区子連は安全

会というものにも加入しているので、安心して活動に参加してほしいと思っ

ている。何か方法等があれば、ぜひ教えてほしいと思っている。 

○ふるさとまつりについてだが、令和元年にふるさとまつりのあり方を検討す

るプロジェクトチームが結成された。コロナの感染拡大に伴い、２年続けて

中止となってしまい、また、今年もどうなるかはわからないが、開催方法等、

検討していくことになると思う。 

○ご意見をいただいたとおり、ふるさとまつりに関しては、今後開催される実

行委員会で、検討していくことになる。 

●事業計画とは離れるが、他の公民館で、サークル紹介を館の中でやっている

所があった。ホームページにサークル紹介があるが、ホームページを見るこ

とができる人は限られてしまう。小山公民館にもそういった場所は作れない

か。 

●サークル仲間の募集については、今までもあったが、館内の配置などを見直

して、入口付近に場所を設けた。また、募集サークルもファイルにして閲覧

できるようにしている。もっと周知する必要があると思っている。方法等を

検討していきたい。 

○今の意見に関連して、広報紙を活用するなど、公民館に来なくても確認でき

るような方法は検討しないのか。 

●ホームページには活動しているサークルは掲載している。今後、他の媒体に

ついても検討していきたい。 

○媒体が増えれば、それだけ選択肢が広がるので、ぜひ検討をお願いしたい。 

    その後は特に質問等はなく、議題（２）については了承された。 

 

  （３）その他 

   その他として、令和３年度小山公民館まつりについて、資料に基づき、事務

局より説明を行った。 
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特に質問、意見等はなく議題（３）については了承された。 

 

  以下、情報提供及び意見があった。 

   ●前回お話しした館報をホームページに掲載する件については、館報班の了承

が得られたので、準備でき次第、ホームページに掲載する。 

○事業計画に対する予算の公表などは行われるのか。 

●各事業に対する予算については、運営協議会への補助金も含め、市から配分

される。なお、運営協議会への補助金に関しては、６月の令和４年度１回目

の運営協議会でお話しさせていただく。 

○公民館の中で、専門部だけの事業企画ではなく、子ども会などの団体、登録

サークルとの連携を行うなど、高齢者でも大人でも子どもでも一緒に取り組

めるような事業をできないだろうかと思っている。ぜひ検討をお願いした

い。 

○光が丘地区で大人から子どもまで参加する取り組みを行っており、先日、視

察に行った。地域にとっても大事な取り組みだと思うので、検討していきた

いと思っている。 

 

４ 閉会 

  長谷川副議長から閉会のあいさつをした。 
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小山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 星 清次 小山公民館長 会 長 出席 

２ 中里 雅子 向陽小学校校長  欠席 

３ 山﨑 真理 小山中学校校長  欠席 

４ 安藤 孝洋 小山地区自治会連合会会長 議 長 出席 

５ 福田 雅幸 小山地区自治会連合会副会長  欠席 

６ 江口 基明 小山地区自治会連合会副会長  出席 

７ 入谷 利郎 小山地区自治会連合会事務局長  出席 

８ 長谷川 澄男 小山地区社会福祉協議会会長 副議長 出席 

９ 増田 國男 小山地区民生委員児童委員協議会会長  出席 

10 竹内 博之 小山地区老人クラブ連合会会長 監 査 出席 

11 坂内 ツナ子 小山地区子ども会育成連絡協議会会長  出席 

12 亀田 浩代 向陽小学校ＰＴＡ会長  出席 

13 勝西 栄 小山中学校ＰＴＡ会長  出席 

14 米山 恭子 青少年指導員地区長  出席 

15 岩井 章 スポーツ推進員幹事  出席 

16 鈴木 正子 小山地区健康づくり普及員協議会普及員  出席 

17 中田 寿章 向陽こどもセンター館長  出席 

18 宍戸 佳子 利用者懇談会会長 会 計 出席 

19 小宮 里美 利用者懇談会副会長  出席 

20 阿部 公作 小山地区青少年健全育成協議会副会長  欠席 

21 加藤 秀子 交通安全協会小山支部支部長  欠席 

22 山崎 順二 学識経験者  出席 

23 伊藤 道子 学識経験者  欠席 

 


