
令和４年度 日進公民館運営審議会次第  

 

令和４年４月１５日（金）  

午後７時から  

   日進公民館   ホール    

 
 市民憲章唱和（省略させていただきます）  

 
１ あいさつ  

 
２ 委員自己紹介  

 

３ 公民館運営審議会の概要  

 

４ 副会長の指名  

 

５ 審議事項 

(1) 令和４年度日進公民館事業計画（案）について 

参考資料：令和４年度日進地区行事等予定表（案） 

        令和４年度日進公民館自主文化事業等予算 

６ その他 

(1) 令和３年度公民館の利用実績 

(2) 令和３年度公民館ギャラリー実績 

(3) 公民館管理運営の概要 

 

 

 





碧南市立公民館の設置及び管理に関する条例（抜粋） 

 

（審議会） 

第４条 法第２９条第１項の規定により別表に掲げる公民館ごとに当該公民館の名称を冠

した公民館運営審議会（以下「審議会」という。）を置く。 

 （審議会の委員） 

第５条 審議会の委員は、１５人以内とする。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。 

 (1) 学校教育の関係者 

 (2) 社会教育の関係者 

 (3) 家庭教育の向上に資する活動を行う者 

 (4) 学識経験のある者 

 (5) 地域の活動を行う者 

３ 委員の任期は、１年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、

前任者の残任期間とする。 

４ 委員は、再任されることができる。 

 （審議会の会長及び副会長） 

第６条 審議会に、会長及び副会長各１人を置く。 

２ 会長は教育委員会が任命し、副会長は会長が指名する。 

３ 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。 

 （審議会の会議） 

第７条 審議会は、会長が招集する。 

２ 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。 

３ 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところ

による。 

 （委員の報酬及び費用弁償） 

第８条 委員の報酬その他職務を行うために要する費用の弁償については、別に条例で定 

める。 
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社会教育法（抜粋：公民館運営審議会委員に関する部分） 

 

（目的）  

第２０条 公民館は、市町村その他一定区域内の住民のために、実際生活に即する教育、

学術及び文化に関する各種の事業を行い、もつて住民の教養の向上、健康の増進、情操

の純化を図り、生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与することを目的とする。  

（公民館の事業）  

第２２条 公民館は、第二十条の目的達成のために、おおむね、左の事業を行う。但し、

この法律及び他の法令によって禁じられたものは、この限りでない。  

１ 定期講座を開設すること。  

２ 討論会、講習会、講演会、実習会、展示会等を開催すること。  

３ 図書、記録、模型、資料等を備え、その利用を図ること。  

４ 体育、レクリエーシヨン等に関する集会を開催すること。  

５ 各種の団体、機関等の連絡を図ること。  

６ その施設を住民の集会その他の公共的利用に供すること。  

（公民館運営審議会） 

第２９条 公民館に公民館運営審議会を置くことができる。 

２ 公民館運営審議会は、館長の諮問に応じ、公民館における各種の事業の企画実施につ

き調査審議するものとする。 

第３０条 市町村の設置する公民館にあっては、公民館運営審議会の委員は、当該市町村

の教育委員会が委嘱する。 

２ 前項の公民館運営審議会の委員の委嘱の基準、定数及び任期その他当該公民館運営審

議会に関し必要な事項は、当該市町村の条例で定める。 この場合において、委員の委

嘱の基準については、文部科学省令で定める基準を参酌するものとする。 
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令和４年度 日進公民館事業計画（案）について  

１ 広報活動 

(1) 公民館報 年１回 

(2) 公民館だより 年６回程度 

２ 文化教室 

 (1) 春の文化教室 

  ア 春のフラワーアレンジメント（全３回） 

    ５月２８日から７月１６日 土曜日 １０時から１１時３０分 

    講師 榊原めぐみ氏 

  イ スッキリ！骨盤調整ストレッチ（全５回） 

    ５月１７日から６月１４日 火曜日 １０時１５分から１１時３０分 

    講師 杉浦秀美氏 

 (2) 秋の文化教室 

  ア 大人可愛いリボン教室（全３回） 

    ９月１３日から１１月１日 火曜日 １０時から１１時３０分 

    講師 田中紫織氏 

  イ 個性を活かす ペン字教室（全７回） 

    ９月９日から１１月２５日 金曜日 １０時から１１時３０分 

    講師 森脇友理氏 

３ 高齢者教室（原則第３木曜日午後 全１０回） 

月 日 曜日 時間 内容 講師等 

５ 25 水 13:30 レクスポーツ  スポーツ推進委員  

６ 16 木 9:00 社会見学  場所未定  

７ 21 木 13:30 市内施設見学  碧南消防署など  

８ 18 木 13:30 防犯教室  碧南警察署・市地域協働課  

９ 15 木 13:30 レクスポーツ  スポーツ推進委員  

10 20 木 13:30 市政あれこれ  碧南市長  

11 17 木 13:30 クリスマス飾り作り  松村まみこ氏  

12 16 金 13:30 音楽に親しむ  鈴木恵美氏  

１ 19 木 13:30 懐メロにのって♪冬のぽかぽかストレッチ  たぶち優子氏  

２ 16 木 13:30 クレイの花のブローチ作り  竹内弘美氏  
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４ 自主文化事業実施委託 

(1) にっしんおもしろ広場 

（市委託料 50,000 円・青少年育成日進地区推進委員会助成金 90,000 円） 

  ア 日進小学校児童・日進保育園園児絵手紙募集 

    絵と文章を組み合わせて描いた「絵手紙」を日進小学校児童・日進保育

園園児に募集。小学生入賞作品を公民館、公民館塀及び日進地区フラワー

ポットに、保育園年長児の全作品を公民館に展示。 

  イ 夏・冬の星空観察会 

    日進小学校児童の家族を対象に募集。冬は防火夜回りと併催。 

  ウ 防火夜回り １月３１日（火）から２月３日（金） 

    子ども会、青少年育成日進地区推進委員会共催 

(2) 日進公民館まつり 

（市委託料 256,000 円・社会福祉協議会助成金 35,000 円・青少年育成日進 

地区推進委員会助成金 80,000 円） 

１２月４日（日）日進公民館、日進小学校 

芸能発表会、フードコーナー、子ども・青少年コーナー、チャリティーバ

ザー等 

(3) その他の地区委託事業 

ア 伏見屋区民館まつり ５月１５日（日）（予定）（市委託料 30,000 円） 

イ 日進小学校・日進地区運動会 ５月２８日（土）（市委託料 40,000 円） 

ウ 平七地区交流イベント（納涼夏祭り） ８月１３日（土） 

（市委託料 68,000 円） 

エ 伏見屋地区交流イベント（盆踊り大会） ８月１３日（土）、１４日（日） 

（市委託料 76,000 円） 

オ 日進地区新春文芸展 １月１日（日）（市委託料 40,000 円） 
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令和４年度　日進公民館自主文化事業等予算

■歳入の部
(単位：円)

No. 歳　　　　入 予算額 説　　　　明

碧南市(日進公民館) 766,000

報償費 206,000 講師料等謝礼

委託料 560,000 自主文化事業実施委託料

2

碧南市（生涯学習課）
地区親子ふれあい活動実施委
託料 45,000 にっしんおもしろ広場

3
青少年育成日進地区推進委員
会助成金 170,000 にっしんおもしろ広場、公民館まつり

4 社会福祉協議会助成金 35,000 公民館まつり

5 フードコーナー売上金等 167,000 公民館まつり

6 利息 2 にっしんおもしろ広場、公民館まつり

合　　　計 1,183,002

■歳出の部
(単位：円)

No. 事　　業　　名 予算額 説　　　　明

1 日進公民館　文化教室等 206,000 講師料等謝礼

2 にっしんおもしろ広場 185,000 絵手紙募集、防火夜回り、星空観察会

3 日進公民館まつり 538,002 会場設営費用、材料費等

4 日進小学校・日進地区運動会 40,000 参加賞、材料費等

5 伏見屋区民館まつり 30,000 会場設営費用、イベント費用等

6 平七区交流イベント 68,000 会場設営費用、イベント費用等

7 伏見屋区交流イベント 76,000 会場設営費用、イベント費用等

8 日進地区新春文芸展 40,000 入賞、参加賞等

合　　　　計 1,183,002

1

参考資料
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参考資料

１　令和３年度公民館の利用実績

(1) 令和３年度貸館状況

部屋名 使用可能日数 使用日数 使用可能回数Ａ 使用回数Ｂ 使用率　Ｂ／Ａ

ホール 308 273 911 538 59%

研修室 308 263 903 472 52%

和室１ 308 227 908 375 41%

和室２ 308 217 908 350 39%

計 1,232 980 3,630 1,735 48%

R2 1,044 836 3,129 1,463 47%

２　令和３年度公民館ギャラリー実績

月

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

・休館日 月曜日（休日の場合は翌平日）、年末年始(12/29～1/3)

・貸館　 午前    9:00～12:00   ホール　640円、   研修室・和室１・和室２　  260円

午後  13:00～17:00 　  〃　  1,030円、　　　  　　 〃　　　　 　　　    430円

夜間  18:00～21:00   　〃    1,340円、　　　  　   〃　　　　　　　      560円

壁　面 ガラスケース

つながりのわ日進みらいの会（いっしょにこんな活動しませんか？） 同左

ARTIST　JAPAN（PLAY　～わきでる個性～） 同左

春の文化教室作品展（日本画）

花のスケッチ

クローバー（パッチワーク） ＡＩＡＩ（ドールハウス）

三河旭土人形展 同左

気まま会（俳句） 手編教室(手芸・手編み)

花のスケッチ 木目込み人形教室

前衛書

３　公民館管理運営の概要

アトリエ　リプル（トールペイント） 同左

日進小筆の会（書作品） クレイの花

Ｉ・布遊（パッチワーク） 同左
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