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会議次第 

１ 開会 

２ あいさつ 

３ 議題 

（１） 令和３年度事業結果及び予定について 

 （２） 令和３年度の諸課題等について 

 （３） その他 

４ 閉会 



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年度事業結果及び予定について 

  順番を前後し、３月下旬実施予定の「睡眠と健康の知恵袋講座」について、

生涯学習課公民館支援班小中担当課長より講座実施の趣旨を、また、明治安田

生命保険相互会社町田支社山田課長及び高口課長より講座の概要について説明

していただいた。 

  質問は次のとおり 

○今回の講座が、生涯学習課の提案により各公民館が実施していくものと理解

した。だが、社会教育の基本は、地域住民が主体的に集い、社会が変化する

中で生活課題や地域課題について考え、話し合い、講師等の企画運営に参画

することによって学び合い、繋がりを作っていくものと考える。今、なぜ生

涯学習課がこのような提案を行ったのか。 

●生涯学習課が提案しているわけではなく、今回の講座は、全国的に行われて

いるプロジェクトの一環で、その内容が各公民館の実情にあったものであれ

ば活用いただきたいという趣旨であり、これまでの公民館のあり方、考え方

について変えるということではなく、学習機会をより多く提供できるものと

思って提案した。 

○今回の講座は、明治安田生命では、独自に研究所などを設け、収集したデー

タ等を基にして作成したものか。 

●今回の講座の資料については、専門機関の監修を受けて作成している。 

○今回の講座に限らず、他の団体がこのプロジェクトを利用したい場合、窓口

は公民館ということでよいか。 

●公民館が窓口となる。 

    引き続き、令和３年度事業結果及び予定について、資料に基づき、事務局及

び各団体から選出された委員より説明を行った。また、中里委員から、向陽小

学校５年生の総合学習授業の一環で、公民館でわらリース講習会、野菜販売を

することを説明していただいた。 



    質問は次のとおり 

○「健康と睡眠の知恵袋講座」の説明があったが、健康づくり事業との連携は

しないのか。 

●今回の講座については、まずは公民館主催事業として始めようと思っていた

ため、健康づくり普及員には声をかけていない。今後は連携を図っていきた

いと思っている。 

○文化部や青少年部などは、屋内ということもあり、コロナ禍でもどうやった

ら実施できるかを考えて実施してきたと思う。体育部についてはすべて中

止。健康まつりや運動会は仕方ないと思うが、実施できたものもあるのでは。

事務局が携わっているのに、担当によって考え方が違うのはどうかと思う。

コロナが治まった後は、スポーツを推進していくためにどのような形を取っ

ていくのか、館長、体育部長にお聞きしたい。 

●体育事業に関しては、高齢化で参加者が減っている。仕方のないことだが、

どうしたら参加者を増やせるのか、レクリエーション的要素を入れるなど、

事業の内容を含めて考えていくべきだと思っている。また、どの競技でも「マ

スクをして競技する」ということがネックになっていると思う。今後も「コ

ロナ対策」が前提だと思うので、対策を守りながらできる事業を考えている。 

●以前は、確かに「体育の小山」、「スポーツの小山」と体育事業が盛んだった。

だが、現在どの自治会においても、参加者の確保が難しいという現状があり、

自治会合同にしてほしい、この競技はやめてほしいなどの要望も多数上がっ

ている。小山地区の状況は変わってきていると感じている。体育事業につい

ては、事業の実施が従来どおりできるかどうかも含めて、検討していくこと

になると思う。コロナが治まることを願って、来年度に期待したい。 

○状況が厳しいことはわかった。お願いだが、学校とも連携し、子どもが少し

でも元気になるような活動をしてほしい。 

○駅伝大会が今回中止とのことだが、各自治体とも協力員を出すのも難しいと

いう現状がある。会場として補給廠を使用する等検討をお願いしたい。 

●今回は中止としたが、開催にあたって検討していく中で、補給廠やレクリエ

ーションパークを会場とする話も出ている。来年度以降の開催にあたっての

検討事項となっている。 

○検討中とのこと。承知した。 

●館報をホームページに載せてほしいとの要望があり、載せることについては、

作成方法など、館報班と調整を行う必要はあるが、載せることは可能だと思

っている。要望をいただいた方は、ご自身の自治会の班がなくなり、公民館

のチラシ等が届かなくなったとのことである。現在は、館報を自治会を通じ

て配布していただいているが、ホームページに載せると簡単に見られるよう



になるため、自治会の加入は必要ないと思う方が増えるのではという懸念が

ある。自治会連合会の方の意見を聞きたい。 

○自治会への加入については、小山地区だけでなく、市内全体で減少してきて

いる現状である。この場でお話しできるものでもないため、自治会連合会と

しては、そういった話があるということを受け止めさせていただく。 

○加入促進については２年間取り組んできたが、なかなか改善できていない状

況である。アンケートを収集し、案を作成しているところである。確かに言

われるとおり、今は簡単に調べることができるため、自治会は必要ないので

はないかと思われる方もいる。今回のお話については、ご相談しながらやら

せていただければと思っている。 

○公民館の仕事をやっていただく上では、印刷物、ホームページなど、できる

だけ多様化した形でやっていただきたいと思う。そうすれば、見ていただけ

る方も増えるのはないかと思うので、ぜひお願いしたい。 

    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３年度の諸課題等について 

    令和３年度の諸課題等として、次の１件について、資料に基づき、事務局よ

り説明を行った。 

     ア 令和４・５年度相模原市青少年指導委員の推薦について 

    質問、意見は特になく、議題（２）については了承された。 

 

  （３）その他 

   その他として、次の４件について、資料に基づき、事務局より説明を行った。 

     ア 公民館における新型コロナウイルス感染症拡大防止予防ガイドライン

等の改訂について 

     イ 令和３年度第４７回相模原市公民館のつどいについて 

     ウ 令和４年小山公民館新春のつどいについて 

     エ 令和３年度小山公民館まつりについて 

質問は次のとおり 

○先ほど、中里委員から向陽小学校５年生の野菜販売のお話があった。昨日、

公民館で子ども食堂の弁当配布があり、そこで、ブロッコリーや水菜など

の野菜が使用されていた。どのような野菜を子どもたちが育てているのか

お聞きしたい。 

○昨日のは水菜だけだと思う。ブロッコリーも育ててはいるが、まだ提供で

きる状態ではない。出来次第、提供する予定である。 

その後は、特に質問等はなく議題（３）については了承された。 



 

  以下、情報提供があった。 

○事業計画にはなかったものではあるが、「あいちゃんぬりえ」を募集して展示 

をすることになった。さまざまな方から提出いただきたいと思っており、提

出いただいた方にはボールペンを差し上げる。１月７日から１月末までロビ

ーに展示を行うことになっている。 

○相模原警察署管内の交通事故状況についてお知らせしたい。１１月末現在、

昨年と比較して３件増となっている。発生件数は７４１件、このうち、３５．

９％が自転車事故となっている。高齢者の事故も増えている。気をつけてい

ただきたい。 

 

４ 閉会 

  長谷川副議長から閉会のあいさつをした。 



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  出席 

３ 山﨑 真理 小山中学校校長  出席 

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  出席 

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  欠席 

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  出席 

 


