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会議次第 

 
〇開会あいさつ（会長） 
〇議 題 
１ 令和３年度公民館事業評価について 
（１）体育委員会事業 
（２）学習文化委員会事業 
（３）青少年委員会事業 
（４）その他主催共催事業 
２ 公民館改修関連につい 
（１）構造基礎調査について 
（２）諸室の改修、外構整備の検討状況について 
（３）仮事務室について 
（４）改修期間中の影響等について 
３ 情報交換 
（１）公民館まつりについて 
（２）公民館のつどいについて 
（３）公民館施設利用について 
（４）公民館公式ツイッターについて 
４ その他 
  行財政構造改革プラン説明会の開催について 

 



協 議 の 要 旨 
 

主な内容は次のとおり                

 （〇は委員の発言、□は専門部委員長の発言、■議長の発言、●は事務局等の発言） 

 

 

・開会あいさつ 

  後藤会長からあいさつがあった。また、１０月で着任した髙橋館長代理が自己紹介を行った。 

 

（以降議長が議事を進行） 

 

・議 題 

 

１ 令和３年度公民館事業評価について 

資料に基づき、各専門委員会委員長及び事務局から今後の予定を含め説明を行ったあと、質疑・応答な 

どを行った。 

主な内容は次のとおり。 

 

■事業評価シートの様式は決まっているのか。様式として、参加者負担金などの記入欄があった方がよい。 

また、共催となっている事業があるが、共催団体から事業に対して費用負担があったかなど、明確にして 

欲しい。 

また、公民館事業については年度初めの年間行事予定だけでなく、コロナ禍により日程等が変更となっ 

ているため、地域情報紙などで最新の事業一覧表を発信して欲しい。 

 

（１）体育委員会事業 

資料にほかに、１１月２１日（日）に行なわれたファミリーバドミントン講習会の説明を行った。 

今後の予定としては、令和４年２月５日にペタンク・バウンスボール講習会、２月１３日に卓球のつどいを 

実施予定。 

 

■ハイキングコースは、相原駅から相原駅となっている。コースを示した資料がないので分からないが、何市 

か。 

□町田市である。八王子市のみなみ野方面を見わたせる６キロ程のコースだった。 

 

（２）学習文化委員会事業 

資料のほかに、星が丘こどもセンターを会場に、８月６日に実施した様子を収録したものに、学習文化委員

が撮影した、ゆかりの場所の追加映像を挿入するなどして編集した「むかしばなし」を、YouTube 配信している

ことを説明した。 

今後の予定としては、１２月１１日にクリスマスコンサートを実施予定。 

 

〇講師の名前などを、事業評価シートに記入して欲しい。 

〇タウンニュースで動画配信していることを知り視聴した。タウンニュース等を広報手段として活用してはどう 

か。記事掲載料はどうなっているのか教えてほしい。 

●掲載依頼は有料、先方からの取材依頼記事は無料となっている。 

〇昔話の撮影をこどもセンターで行っていただいた。こどもたちは夏休み中、遊び場の規制などもあり、とても

良い機会、勉強にもなり喜んでいた。 

 

（３）青少年委員会事業 

   資料のとおり、評価報告書を説明した。 

 

〇さつまいも堀り事業について、親の意見など聞きたいので、アンケートを取ってほしい。 

□アンケートは取っていないが、当日、参加者の声を聞くと、無農薬で栽培された紅あずまであり、毎年好評

である。 

〇プログラミング教室は人数は増えそうか。参加者の感想を聞きたい。 

■講師が１人のため、５人くらいが妥当である。 参加者は講師から手厚く指導してもらえるので好評価であ 

る。 



〇参加者の学年を教えて欲しい。 

■小学５、６年生対象の事業である。 

 

 

（４）その他主催共催事業 

１０月１日２２３号を発行した。この号の館報コンクールに応募した。 

なお、館報編集委員が少ないので、運営協議会委員の方についてもぜひご協力をお願いしたい。 

 

２ 公民館改修関連について 

資料に基づき、事務局より説明を行ったあと、質疑・応答などを行った。 

主な内容は次のとおり。 

 

〇改修期間中、他館は貸してくれるようになっているのか。 

●ご要望があれば調整する。 

〇公民館同士で、例えば貸館の手続きなどについて、連携など取っているのか。 

●星が丘が改修工事を実施することは、全館承知している。なお、他館を利用する際の使用申請は、各利 

用団が体利用する公民館に直接行うことになる。 

■星が丘で優先使用や使用料の免除団体となっている地域団体は、他館では同様の扱いにならないという 

ことなのか。 

●調整が必要かと思われる。 

■星が丘地区の自治会は、自治会館を持っている地区も多いので、そのような施設を活用することも検討し 

てよいと考える。なお、他地区公民館の利用に際しての使用料については、今後、事務局で調整してい 

ただきい。 

今後、良い案を運営協議会委員のみなさんで考えていきたい。 

 

３ 情報交換 

（１）公民館まつりについて 

資料に基づき、門倉委員（利用者協議会会長）が説明を行ったあと、質疑・応答などを行った。 

主な内容は次のとおり。 

 

□マップの配付、物品販売などがあるが、お金のやり取りはどのように行うのか。 

●お金はトレーなどを使用し、直接やり取りはしないことを想定している。 

〇1 日開催ですが、昼食はどうすればいいのか。 

●食べ物は販売していないので、自宅などでとっていただく。 

 

（２）公民館のつどいについて 

資料に基づき、事務局より説明を行った。 

意見等は特にはなかった。 

 

（３）公民館施設利用について 

資料に基づき、事務局より説明を行った。 

意見等は特にはなかった。 

 

（４）公民館公式ツイッターについて 

資料に基づき、事務局より説明を行った。 

意見等は特にはなかった。 

 

４ その他 

※行財政構造改革プラン説明会の開催について 

資料に基づき、事務局より説明を行ったあと、質疑・応答などを行った。 

主な内容は次のとおり。 

 

〇１１月２２日開催の市民会館には、何人くらい参加したのか。 

●報告は受けていないので正確には分からないが、それほど多くはないと思う。 

 



 

※運営協議会の実施方法について 

質疑に関する主な内容は次のとおり。 

 

■この会議をオンライン（ZOOM）で行いたいがいかがか。 

●今年度第１回運営協議会の中で、今後オンラインで行ってみてはどうかと提案をいただき、実施に向けて 

各委員の意向を確認した。 

第 2 回は書面開催のため実施出来なかったが、今後の実施方法については協議会で検討していただき 

たい。 

■開催方法について、委員のみなさんの意見を聞きたい。 

〇オンライン、対面の両方で開催してはどうか。 

□オンラインの場合、資料はどうなるのか。 

●第 2 回にオンラインでの開催を試みるため、参加方法を各委員に聞いたところ、オンラインでの出席が 

５名、対面が 20 名、欠席５名だった。なお、オンラインの際には資料は事前に送付する。 

〇昼間に開催してみてはどうか。 

□オンラインの場合、資料の事前送付など事務局の手間は増えないか。 

■運営協議会や地域の団体など、優先利用団体が大会議室を様々な会議で使用してよいのか疑問を感 

じる。利用したいサークルなどの利用者に使ってほしい。 

運営協議会の構成団体や定数の見直しなどを検討し、小さい部屋で行う会議にしていきたい。 

〇オンラインで開催する会議への参加方法は以前は分からなかったが、出来るようになった。新しい事にチ 

ャレンジしてもよいと思う。 

会議の開催方法について、見直してもよいと思う。 

〇運営協議会が小会議室でも実施できるよう定数の見直しについて、将来の検討事項としてよいと考える。 

■事務局で各委員の出席方法を調査したところ、対面での出席が２０名、ZOOM が５名であったことを鑑み 

て、次回は今まで通り対面で開催することとする。 

〇一度 ZOOM で実施してみてもよいと思う。 

〇全員がオンライン参加なら良いですが、来館での参加が多い状況を踏まえると、現状ではオンラインでの 

開催は難しいのではないか。 

■オンラインでの参加者が少ないことから、次回も今までどおり対面方式で開催することとする。 

今後も会議の開催方法について考えていきたい。 

 

 

※こども広場 ウェルカムについて 

 

〇前回の運営協議会でコミュニティ室の利用を１２月まで暫定的に承認した、「こども広場 ウェルカム」の、 

現況と今後の方針を教えていただきたい。 

●９月以降、今日現在まで１度も実施していない。今後の状況も分からない。主催者からは、公民館に対し 

て何も言ってこない状況である。 

〇今後の状況により判断にしたい。 

●公民館としても、そのように考えている。   

 

 

※次回運営協議会は、令和４年３月１０日（木）午後７時から大会議室にて開催。 

                                                             

以   上 

 



 

第３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  欠席 

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  欠席 

６  金ヶ江 實 星が丘地区自治会連合会 会計・事務局長  欠席 

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  欠席 

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  出席 

17  髙畑 由美子 青少年指導員  欠席 

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  出席 

25  宮本 弘文 学識経験者 副議長 出席 

 


