
  

様式３           会   議   録 

会議名 

（審議会等名） 
令和２年度 第４回大沼公民館運営協議会 

事務局 

（担当課） 
生涯学習部 大沼公民館 電話 ０４２－７４４－７７２２ 

開催日 令和３年３月４日（木）（意見書の提出期限） 

出 

席 

者 
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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 

書面会議のため 

会議次第 

 
１ 議題 
（１）令和２年度大沼公民館事業結果について 

（２）令和２年度大沼公民館運営協議会等活動事業報告及び活動費 

補助金の決算（見込み）について  

（３）令和３年度大沼公民館事業計画（案）について 

（４）令和３年度大沼公民館運営協議会等活動費補助金予算（案） 

について  

（５）令和３年度大沼公民館分当初予算（案）について 

（６）大沼公民館運営協議会委員の見直し結果について 

（７）令和２年度相模原市公民館連絡協議会表彰受賞者について 

（８）令和３・４年度相模原市スポーツ推進委員について 

（９）令和３年度公民館開館日について   
   
２ その他 
（１）令和３年度第１回大沼公民館運営協議会の日程について 

（２）前回会議録（令和２年１２月１０日開催） 

    

 



  

協  議  経  過 
主な内容は、次のとおり。（○は委員、●は事務局（含む館長）） 

 

（協議を書面等で行った理由） 

運営協議会会長、副会長と協議の上、新型コロナウィルス感染症拡大防止のた

めに、委員等が一堂に会する方法とせず、書面により委員の意見を求め、回答を

得ることにより会議の開催に代えることとした。 

 
１ 議題 
（１）令和２年度大沼公民館事業結果について  

書面により報告した。 
 
○  出来る事は、実行したので良いと思います。 
○  新型コロナの影響で事業がほとんど中止になり、公民館としても多々大変
な１年であったと思いますが、大変ご苦労様でした。 

○  多くの事業が中止となるなか、館報発行や大沼子どもまつりかわら版、ク
リスマスの飾りつけは、地域との関わりがもて良かったと思います。 

○  コロナウィルスまん延に伴い閉館等お疲れさまでした。学びの機会と交流
が減り、とても残念と地域の方から聞いています。 

○  殆どの事業が中止となりましたが、館報だけが唯一住民と公民館とのパイ
プ役になっていただきました。感謝します。 

○  この一年以上の自粛期に、体育部は懸案であった大きく事業変更すること
ができ（来年度）毎年の事業に追われることなく話し合いができた。悪い一
年では無かったと思います。 

○  事業がほぼ中止で残念でした。その中でも広報部のガンバリは拍手です。 
○  了解いたしました。  
○  コロナ禍の中でほとんどの事業が中止された中でも、可能な範囲で実施さ
れた事業もあり、関係者の方々のご苦労を思いながら感謝しました。 

●  いただいた御意見の趣旨を踏まえて、令和３年度事業の実施等を検討して
まいります。 
 

（２）令和２年度大沼公民館運営協議会等活動事業報告及び活動費補助金の決算 

（見込み）について  
書面により報告した。 

 
○  わかりました。 
○  協議会自体が中止になり、令和２年は我慢の１年でありましたが、令和３
年も引き続き皆様体調に気をつけて頑張っていきましょう。 

○  館報がカラー化できないのは、予算の都合でしょうか？ 充実した内容な
のに単色印刷では伝わる情報が少ないと思います。高齢者はさらにホームペ
ージをみることは少ないのではないかと思います。 

○  適正に処理されていると思います。 
 



  

○  了解いたしました。 
●  いただいた御意見の趣旨を踏まえて、令和３年度活動事業の実施等を検討
してまいります。 

 

（３）令和３年度大沼公民館事業計画（案）について 
書面により説明を行い、出席者の過半数の同意が得られ了承された。 
（委員２５名のうち、２４名から了承できるとの回答を得た。１名は意見を
反映させた上で了承できるとの回答だった。） 

 
【「意見を反映させた上で了承できる」と回答した委員の意見】 
○  コロナの収束が見えない限り極力人が集まる事業は控える方向でよいので
は。 

●  いただいた御意見の趣旨を踏まえて、令和３年度事業の実施等を検討して
まいります。 
 

【その他の意見】 
○  コロナの件がありますので、状況をみながら、対応していけば良いと思う。 
○  コロナ禍において、少しづつ工夫しながら、新しい事業が出来たら良いで
すね。（人数制限・各代表者など） 

○  コロナ禍での事業運営については、どのような体制をとっているのでしょ
うか？ すべて中止ではなく出来る方法で事業開催をお願いします。  

○  体育部事業の大幅な変更は、仕方ないと思います。新案の「ウォーキング」
は、多くの方が参加しやすく、かつ、楽しめる内容になるよう、皆で協力で
きればと思います。 

●  いただいた御意見の趣旨を踏まえて、令和３年度事業の実施等を検討して
まいります。 

 

（４）令和３年度大沼公民館運営協議会等活動費補助金予算（案）について  
書面により説明を行い、出席者の過半数の同意が得られ了承された。 
（委員２５名全員から、了承できるとの回答を得た。） 

 
○  わかりました。 
○  全予算額の中での３１，０００円減は、影響が大きいと思います。小さな
事ですが、個人的には会議中のお茶は不用と思います。その分を事務費や研
修費へ回す方が有意義と思いますが・・・。 

●  いただいた御意見の趣旨を踏まえて、令和３年度活動費の支出等を検討し
てまいります。 

 
（５）令和３年度大沼公民館分当初予算（案）について 

書面により説明を行い、出席者の過半数の同意が得られ了承された。 
（委員２５名全員から、了承できるとの回答を得た。） 

 
○  わかりました。 
 



  

（６）大沼公民館運営協議会委員の見直し結果について 
書面により報告した。 

 

（７）令和２年度相模原市公民館連絡協議会表彰受賞者について 
書面により報告した。 

 

（８）令和３・４年度相模原市スポーツ推進委員について 
書面により報告した。 

 

（９）令和３年度公民館開館日について 
書面により報告した。 

 
なお、議題（６）以降の報告事項についての御意見も伺った。 
○  こんな事態なのに、いろいろとたいへんな事をしていただきありがとうご
ざいます。 

○  重複しますが、コロナの収束が見えない現状なので、ワクチン接種が出来
るまで皆様お身体には気をつけて令和３年も宜しくお願いします。 

○  今年度もまだ諸々制限があることと思います。時代の変化を受け入れなが
らも地域の方々との繋がりは大切にしたいと思います。 

○  異議等ありません。 
○  スポ進の方々も８名となり、学校関係の方々も輪番制となり、少しでも負
担が少ない中で、より充実した会議が開催できる状況が整ってきたと思いま
す。決まるまでは大変なご苦労があったと思います。 

●  いただいた御意見の趣旨を公民館運営の参考にしてまいります。 
 

２ その他 
（１） 令和３年度第１回大沼公民館運営協議会の日程について 

次回日程について、書面により説明した。 
あわせて、新型コロナウィルス感染症拡大防止のため、中止（又は書面会議）

となる場合があることも説明した。 
 

（２）前回会議録（令和２年１２月１０日開催） 
書面により報告した。 

 
以 上 
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1 会長 出席
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25 出席

若松小学校校長

大野台小学校副校長

大野南中学校副校長

大野台中学校校長

大沼地区スポーツ推進委員

大沼地区青少年健全育成協議会代表

自治会法人東通り自治会会長

田園ハイツ自治会会長

大野台小学校PTA副会長

大野中地区老人会連合会副会長

大沼公民館体育部副部長

大沼公民館文化部部長

大沼公民館青少年部部長

大沼公民館サークル連絡会副会長

大野中地区民生委員･児童委員協議会会長

大沼保育園園長

公募委員

大野中地区球技連盟副理事長

大沼公民館広報部部長

令和3年3月4日開催（書面会議）

大沼公民館館長

渡瀬　美津子

髙木　香代

池田　勝也

松尾　景子

大木　英史

堤　　 道子

遠藤　美智子

佐藤  　純

山本　達郎

氏名 所属団体・機関等

倉部　慎一

上田　照子

大塚　由佳

大沼地域包括支援センター管理者

山梨  　 薫

成嶋　淳介

小宮　玉男

伊藤　　剛

天野　麻理子

東大沼第一自治会会長

大沼小学校PTA会長

若松小学校PTA会長

大沼小学校校長
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市川　裕子

野村　光平
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