
様式３ 

会   議   録 

会議名 

（協議会等名） 
星が丘公民館運営協議会 

事務局 

（担当課） 
星が丘公民館  電話 042-755-0600（直通） 

開催日時 令和３年６月３日（木） 18 時 00 分～20 時 00 分 

開催場所 星が丘公民館 １階 大会議室 

出 

席 

者 

委 員   21 人（別紙のとおり） 

その他    

事務局   6 人 （館長代理、公民館職員 2 人、専門部委員 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 

   

議 題 

１．開会あいさつ  
２．委嘱式  
３．自己紹介   
４．議 題 
（１）役員の選出について   

（２）星が丘公民館振興計画について  

（３）令和２年度星が丘公民館事業に関する評価について  

（４）令和２年度星が丘公民館運営協議会活動費補助金決算報告について 

（５）令和３年度星が丘公民館の年間事業計画について 

（６）令和３年度星が丘公民館活運営協議会動費補助金収支予算について 

５.その他 

（１）星が丘公民館 改修検討について 

（２）敷地内への自転車の乗り入れについて  

（３）本協議会の会議録について 

（４）情報交換等について 

（５）今後の運営協議会の開催日程について 



協 議 の 要 旨 
主な内容は次のとおり（〇は委員等の発言、●は事務局等の発言） 

１．開会あいさつ 

後藤会長よりあいさつがあり、新たに決定した公募委員を紹介した。 

 

２．委嘱式  

後藤会長より各委員に対して委嘱式を行った。（鈴木教育長名、委嘱日令和３年６月１日、任期２年。） 

 

３．自己紹介 

各委員と専門部委員長及び事務局の自己紹介を行った。 

 

４．議 題 

（１）役員の選出について 

役員の選出を行い、次のとおり承認された。 

議長：竹田委員、副議長：宮本委員、会計：竹内（眞）委員、会計監査：小野委員 

 

（２）星が丘公民館振興計画について 

事務局より注意点等の説明を行った。 

委員からの意見等なし。 

 

（３）令和２年度星が丘公民館事業に関する評価について 

事務局より説明を行った。 

質疑に関する主な発言は次のとおり。 

〇資料 3-2 の「こどものスマホ」の動画については、小学校の保護者会で体育館にて上映いたしました。 

 

（４）令和２年度星が丘公民館運営協議会活動費補助金決算報告について 

令和２年度会計の竹内（眞）委員より報告を行った。 

質疑に関する主な発言は以下のとおり。 

〇支出はこのようにぴったりとあうものですか。 

●事務費として事務用消耗品費を予算の限り購入したものです。 

 

（５）令和３年度星が丘公民館の年間事業計画について 

各専門部委員長及び事務局より説明を行った。 

質疑に関する主な発言は以下のとおり。 

〇自治会親善ソフトボール大会は延期でなく中止ですか。 

●前回の委員会で延期と判断しました。まだ中止とは決まっていません。７月の体育委員会の検討議案です

ので、決まり次第速やか周知いたします。 

〇検討の際は中止も考えていただきたいです。１０月に各自治会では防災訓練等の予定もあるので、開催す

る場合は早めに教えてほしいです。 

〇９月の町民運動会の中止は各自治会には周知済みですか。 

〇各自治会長には周知済みです。 

〇体育事業の中止、延期については、私にどうなったのかとの問合せがあります。一般の方にうまく広報され

ていないように思いますが、事務局ではどういう方法で周知していますか。どこを見れば情報がありますか。 

●館報３月３１日発行の２２１号に今年度事業の開催予定を掲載し、あわせて「今後、状況に応じて変更する

ことがあります」と記載しましたが、館報は紙媒体のため、その後の追加情報の発信が出来ておりません。体

育事業の変更については、各自治会長と自治会体育責任者に通知をし、また、ホームページでは中止や変

更の情報を発信しています。今後の対策としては、館報の６月３０日発行号では、コロナ禍のため、事業の紹

介は一切掲載せず、チラシ等で事業の周知を図ります。 

〇毎月発行する地域情報紙などを使って、ぜひ広報をしてください。   

〇町民運動会とふるさとまつりについて補足説明をします。それぞれの予算がありながら星が丘以前から一

緒にやってきましたが、予算上の都合で今年度から別々の開催になりました。そうした中で、今後は、星が丘

フェスティバルにふるさとまつりの補助金を使って開催していく予定です。また、今年は町民運動会は中止と

いうことです。   

●フェスティバルは開催予定ですか。これまでふるさとまつりでは自治会で出店していましたが、フェスティバ

ルをふるさとまつりにするということで、自治会単位での出店はどうなりますか。 



〇フェスティバルは開催予定です。開催の詳細は検討中ですが、自治会単位での出店は考えておりません。

  

（６）令和３年度星が丘公民館運営協議会活動費補助金収支予算について 

事務局より説明を行った。 

委員からの意見等なし。 

 

５．その他 

（１）星が丘公民館 改修検討について 

改修検討委員長から説明を行った。 

質疑に関する主な発言は以下のとおり。 

〇すずかけの木が傾いてきて、倒れる危険性がありそうなので、伐採したいと考えています。思い入れのある

方もたくさんいらっしゃるので、皆さんの合意形成が必要だと思います。今、考えているのは、自治会長会議

で説明し、地域情報誌等で伐採を検討していることを周知し、地域のみなさんのご意見を募りたいと思いま

す。 

〇関係して、本校敷地内の茶畑で、今年、チャドクガが大量発生しており、児童に絶対に近づかないよう呼び

かけています。茶畑は伝統のある大切なものだと思いますが、現在、教育課程で茶摘みなどしていません。

茶畑のありかたは、歴代校長の時からどうしたらいいかと考えてきましたが、今年大量発生して、危険だと感じ

ているものです。今後段取りを踏みながら、植樹者（故人）のご家族、地域の皆さまにご相談しながら進めさせ

ていただきたいと思っております。 

〇ご意見を聞くという点では、すずかけについても、伐採を検討していることを周知して、皆さんのご意見を聞

いていきたいと思います。   

 

（２）敷地内への自転車の乗り入れについて 

事務局より次のとおり説明を行い、承認された。 

●公民館の敷地内での自転車と車、自転車と歩行者の接触事故を防ぐため、公民館の敷地内を通行すると

きには、自転車を降りて通行することをルールにしたいと思います。表示は、住宅側とこどもセンター側両方の

入口にします。こどもセンターの井上館長の了解もいただいておりますので、よろしければ明日からそのように

運営したいと思います。 

 

（３）本協議会の会議録について 

事務局より次のとおり説明を行い、了承を得た。 

●全市的な方針として、発言者の氏名入りの会議録を作成する事になりました。氏名入り会議録案を出席委

員に確認していただくことで内容を確定して、市ホームページなどで公開する際にはお名前は載せません。

庁内で保管している会議録のみお名前を載せさせていただきます。 

 

（４）情報交換等について 

〇星が丘地区社会福祉協議会からお伝えします。コロナ収束と地域の安全の祈りをこめて、「折り鶴１万羽作

戦」をしています。折り鶴アート（文字絵）を制作しロビーの正面に８月または９月ごろから飾れると思います。 

〇星が丘小学校内の銀杏の木を前・山本ＰＴＡ会長に頼まれて、樹木医に診てもらいました。木は若いが、土

が踏み固まっていて窒息状態だということなので、酸素が必要だと診断されました。 

〇昨年度、交通安全母の会は活動できませんでした。８月４日開催予定のチリリンスクールは、７月７日の第１

回の会議で話し合って、延期か中止かなど検討いたします。 

 

（５）今後の運営協議会の開催日程について 

事務局より説明を行い、検討の結果、次回の第２回は８月２６日（木）１５時から開催することとなった。今後、

ＷＥＢ会議の開催についても検討していき、可能なら８月にも WEB 開催する。第３回１１月２５日(木) 、第４回

３月１０日(木)の開始時間などは今後決めていく。 

主な発言は以下のとおり。 

〇今後の会議の開催はなるべく昼間がいいと思います。また、新しい生活様式でもあるように、大勢の人が集

まらないように、ＷＥＢ会議での開催なども検討したいと思っています。ＷＥＢの環境がある委員はＷＥＢで参

加して、ない委員は来館する、ということでいかがでしょうか。皆さんの意見を伺いながら、いろいろなことを検

討していきたいと思います。 

 

 

宮本副議長より閉会のあいさつをいただいた。                       以   上           



 

第１回星が丘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  後藤 陽子 星が丘公民館長 会長 出席 

２  西山 美香 星が丘小学校長  出席 

３  井上 典子 星が丘こどもセンター館長  出席 

４  竹田 幹夫 星が丘地区自治会連合会長 議長 出席 

５  横田 智治 星が丘地区自治会連合会 副会長  出席 

６  金ヶ江 實 星が丘地区自治会連合会 会計・事務局長  出席 

７  坂本 洋三 星が丘地区社会福祉協議会長  出席 

８  杉﨑 繁和 星が丘老人クラブ連合会 副会長  出席 

９  山口 紋佳 星が丘地区子ども会育成連絡協議会  欠席 

10  松島 弘行 星が丘公民館区青少年健全育成協議会 副会長  出席 

11  岡本 浩三 星が丘小学校 PTA 会長  出席 

12  八木 鉄雄 星が丘地区民生委員児童委員協議会長  出席 

13  五十嵐富士夫 交通安全協会千代田支部 支部長  欠席 

14  奈良 志津江 星が丘地区交通安全母の会 副会長  出席 

15  山田 隆 星が丘地区消防団後援会 副会長  出席 

16  白鳥 薫 スポーツ推進委員  欠席 

17  髙畑 由美子 青少年指導員  出席 

18  杉原 美智子 健康づくり普及員  出席 

19  門倉 節朗 利用者協議会 会長  出席 

20 大久保 美恵子 利用者協議会 副会長  出席 

21  竹内 眞理 公募委員 会計 出席 

22  小野 洋子 公募委員 会計監査 出席 

23  小林 善子 公募委員  出席 

24  後藤 克正 学識経験者  欠席 

25  宮本 弘文 学識経験者 副議長 出席 

 


