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会議次第 

 あいさつ 

 議題 

１ 令和２年度事業について 

（１）体育事業 

（２）文化事業 

（３）青少年事業 

（４）広報事業 

（５）健康づくり事業 

（６）学級 

（７）家庭教育事業・自主企画事業・その他の事業 

（８）利用者懇談会 

２ 令和２年度の諸課題等について 

（１） 令和２年度小山公民館事業計画について 

（２） 令和元年度小山公民館運営協議会決算について 

（３） 令和２年度小山公民館運営協議会事業予算について 

（４） 小山公民館長推薦委員会設置について 

３ その他 

  小山公民館振興計画について 

 



審  議  経  過 

主な内容は次のとおり。（○は委員の発言、●は専門部長、事務局等の発言） 

【あいさつ】 

・会長（公民館長）あいさつ 

【議題】 

安藤議長の司会･進行により進められた。 

主な内容は次のとおり 

１ 令和２年度事業について 

各部長及び事務局から事業の説明をした。 

（１）体育事業については、大森体育部長が説明した。 

《主な意見等》 

●９月以降の事業について 

グランドゴルフは開催を検討したが、新型コロナウィルス感染症の第２波に伴い、

小学校のグランドの使用が難しいこともあり中止となった。 

又、来年２月に予定している駅伝大会の開催については、今後の状況を踏まえ、

次回部会で検討していきたい。 

（２）文化事業については、新井文化部長が説明した。 

《主な意見等》 

 ●９月以降の事業について 

    １１月のこけ玉づくりは、定員を２０名程度で行う予定。 

  又、来年１月の新春落語のつどいについては、例年参加者に高齢者が多いことか

ら、部内では中止の方向で考えている。 

（３）青少年事業については、西村青少年部長が説明した。 

《主な意見等》 

 ●９月以降の事業について 

  子どもでも理解しやすいような、青少年独自の「新型コロナウィルス感染症拡

大予防対策ガイドライン」を作成し、取組予定である。 

（４）広報事業については、公民館報は事務局が、ホームページについては村田広報

部長が説明した。 

《主な意見等》 

  ●ホームページについては、新型コロナ対策の特設ページを設けている。 

   又、今後、今昔物語を見やすくしていく予定である。 

（５）健康づくり事業については、担当委員が説明した。 

《主な意見等》 

  なし。 

（６）学級については、事務局が説明した。 

《主な意見等》 なし。 



（７）家庭教育事業・自主企画事業・その他の事業については、事務局が説明した。

《主な意見等》 

  なし。 

（８）利用者懇談会については、利用者懇談会の担当委員が説明した。 

《主な意見等》 

〇公民館まつりについて 

 ９月１０日に予定している実行委員会で協議していく予定である。 

《全体的な意見》 

 小中学校の現状について担当委員から発言があった。 

○小学校は８月下旬より２学期、９月１日より給食開始、給食も低学年と高学年で

時間をずらしている。私語禁止である。又、高学年は毎日６時間授業である。消

毒作業は職員が行っている。 

 施設の一般開放は、子供中心に限られ、校庭は８月中旬から、体育館は９月１日

から行っている。しかし、教育委員会からは、不要不急の外出はしない旨の通知

が出されている。 

○中学校は、部活動が７月より週１日１時間、夏休みは８月８日～２３日のみであ

り、８月２５日からは６時間授業、修学旅行は中止となった。体育祭や、文化祭

は規模を縮小して行う予定。例年１０月に市民会館で行っている合唱コンクール

は、１２月に、１・２年生は体育館で行い、３年生だけ市民会館で行う予定。 

 なお、１１月に社会福祉協議会の協力のもと、福祉体験を行う予定。 

〇向陽小学校の生徒が市内で一番多いと聞いている。 

○生徒数は９３０人程です。 

〇相模原の自治会報に、新型コロナウィルス感染症拡大防止の関係で、在宅勤務が

増え、ゴミが増加した。そのことに対して、向陽小学校の生徒が収集作業の感謝

の内容のポスターを作成し、非常に感謝している。 

 

２ 令和２年度の諸課題について 

（１） 令和２年度小山公民館事業計画について事務局より説明した。 

 〇各事業は殆どが中止になっている。人々がふれあうことが難しい状況である。 

 ○小学校の９月１４日の修学旅行は２泊から１泊へ。 

  １０月３１日の体育発表会は半日のみ。 

 ○中学校の運動会も半日で、保護者は見学できない。 

（２）令和元年度小山公民館運営協議会事業決算について事務局より説明した。 

 その後、担当委員（監事）より報告した。 

《主な意見等》 

なし。 

 



（３） 令和２年度小山公民館運営協議会予算について事務局より説明した。 

 《主な意見等》 

  なし。 

（４） 小山公民館長推薦委員会設置について事務局より、今後の予定を含め、説明

した。 

 〇公民館長より、館長制度説明あり。令和２年４月より決裁権がなくなり、助言、

指導的立場となった。決裁権限はなくなったものの、地域と公民館をつなぐ役割

は引き続き館長が担うこととなり、これまでどおり館長と館長代理は協力して運

営にあたることとなる。 

 《主な意見等》 

  なし。 

  事務局案のとおり、運営協議会委員の中から、館長推薦委員に９人が承認された。

３ その他 

(１)小山公民館振興計画について 

事務局より、平成２７年３月改定し、その後、公民館を取巻く状況の変化や組織

変更に伴い、今回、令和２年９月に一部改定した旨を説明した。 

なお、基本となる振興計画体系図については変わっていない旨も併せて説明した。

《主な意見等》 

○P10 振興計画体系図の活動計画「４つの柱」の「２．学習・文化活動」「（２）

地域課題や生活課題などを扱う学習、事業を実施」について、主な事業例が、「学

級」「歴史講座」となっているが、来年以降、他にも考えてほしい。 

 (２)その他 

  〇公民館事業は三密禁止の中では、難しい。 

  〇東西道路の隣接する広場は１１月にオープンする。 

 

 

以 上 



令和２年度第１回小山公民館運営協議会出欠席名簿 

№ 氏  名 所  属  等 役 員 出欠席

１ 永冨 多美子 小山公民館 会 長 出席 

２ 中里 雅子 向陽小学校  出席 

３ 山﨑 真理 小山中学校  出席 

４ 安藤 孝洋 小山地区自治会連合会 議 長 出席 

５ 江口 基明 小山地区自治会連合会（すすきの向陽自治会）  欠席 

６ 菊池 敏文 小山地区自治会連合会（丸山自治会）  出席 

７ 渡 静夫 小山地区自治会連合会（すすきの自治会）  出席 

８ 長谷川澄男 小山地区社会福祉協議会 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  出席 

10 桑原 健一 小山地区老人クラブ連合会 監 事 出席 

11  坂内 ツナ子 小山地区子ども会育成連絡協議会  欠席 

12 亀田 浩代 向陽小学校ＰＴＡ  出席 

13 神谷 昌義 小山中学校ＰＴＡ  欠席 

14 鈴木 光夫 青少年指導員  出席 

15 岩井 章 スポーツ推進委員  出席 

16 平松 みゑ子 小山地区健康づくり普及員  出席 

17 中田 寿章 向陽こどもセンター  欠席 

18 安西 陽子 利用者懇談会 会 計 出席 

19 小宮 里美 利用者懇談会  出席 

20 加藤 秀子 小山地区青少年健全育成協議会  出席 

21 渡邉 史明 交通安全協会小山支部  出席 

22 山崎 順二 学識経験者  出席 

23 星 清次 学識経験者  出席 

24 宍戸 佳子 公募  出席 

 


