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第４号様式（第８条関係） 

 

議 事 録 

会議名 平成 29年度寒川町社会教育委員会議第 2回公民館部会  

開催日時  平成 29年 8月 23日（水）午前 9時 30分～ 11時 35分  

開催場所 寒川町民センター１階会議室  

出席者名及び

傍聴者数 

出席者：鈴木委員 (部会長 )  佐藤委員 (副部会長 ) 平本委員  田邊委員  

  杉山委員  

事務局：長岡教育総務課長  奥谷教育総務課主査  小島教育総務課主任主事  

指定管理者：別府町民センター館長  

傍聴者：なし  

議 題 

協議事項 (1)モニタリング評価の視点について 

(2)指定管理者制度を活かした公民館・図書館のあり方について 

 

決定事項 
 

 

公開又は  

非公開の別  

 

 公  開  

非公開の場合その

理由（一部非公開

の場合を含む）  

 

 

議事の経過 

1. 開会  

 

2．あいさつ  

   鈴木部会長  

長岡教育総務課長  

    

3．議事録承認委員の指名について  

  事務局より今後の会議については名簿順でお願いしたい旨を説明。  

委員了承  

平本委員・田邊委員  

 

4．協議事項  

(1)モニタリング評価の視点について (資料 1) 

  ・事務局から資料 1説明  

 

【委員】モニタリングは定期的に行うというお話なので、それはそれでいいと思うんで

すが、私も前回欠席だったものですから、考え方をまとめといたんですが、管理という

件についてはもう館長さんはなれておられるので、もうこれはそれほど難しいという

か、我々がとやかく言う問題でもないだろうなと思っているんですが、むしろ運用面で、

せっかくオーエンスさんが入ってこられたということの中で、事業運営という項目があ

るんですが、この中の細目に置いてできる限り定性的な問題を排除して定量的に物事を

進めていただくということが重要ではないかなと思うんですね。 

 例えば、この資料のモニタリング評価項目の説明の裏ページに事業運営というのが真

ん中辺にあるんですが、施設の設置目的に合致した自主事業を実施しているという項目

があるわけですね。これは、私は公な部署で働いたことがないので、わからないんです

が、必ず目的があればそれに対する評価ということについて定量的に求められるのが一

般的だと認識していますので、自主事業を実施しているのではなくて、自主事業の目標

があって、それに対して成果を 100％以上発揮しているかどうかということをやはり評
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価をすべきではないかなと思います。少し汚い言葉になりますが、役場であればこれで

いいと思うんです、役場は。でも、今回館長さんの立場からすると、これではちょっと

物足りないのではないかなと思うわけです。ですから、例えば、南部とか、北部公民館

で自主事業は今までにないものをオーエンスさんの提案で 3つ挙げましたと、それに対

して 4つできていますとかいうのがやはり事業運営としてはとても目立つし、いいこと

ではないのかなと、そんなように思います。 

 そんなことで、1ページ目にはいろんな管理的な意味合いについては当然のことなが

ら多分これは 100点をとれるはずなんですね。ぜひこんなような項目も検討していただ

けたらなと思います。 

 なお、図書館について言えば、ユニフォームも非常に洗練されておりますし、よくわ

かりやすいなという思いがしていますから、やはり 3月以前と 4月以降というのは明ら

かに変わってきているのではないかと思っていまして、こういった体制に行くことにつ

いてはよかったんじゃないかなと思っています。 

 

【部会長】モニタリング評価の視点についてということで今お話をいただきました。 

 これについては事務局で項目を今日はこんなのを入れたらどうかというのを出した

ほうがいいんですか。もし不足とか、ちょっと直すという、追加するということがある

んだったら。 

 

【事務局】そうですね、具体的に項目にはならなくても、こういうところをチェックし

たらいいんじゃないかというご意見をいただければ、事務局として項目にできるものは

項目にして反映していければとは思っております。 

 

【部会長】事前に送られた資料の中にモニタリング評価の視点について資料 1を読んで

みますと、今おっしゃった施設総合管理運営等に重点を置いたモニタリングとなってい

ます。これは役所のお手のものですということになっていますね。それで、この施設で

行われる講座や利用者サービス等の事業面での評価が重要であると考えられるので、公

民館モニタリング評価の視点やモニタリング票に追加するモニタリング項目等につい

て協議してほしいということが載っていました。それで、それについて第 2回目の社会

教育委員会議ではモニタリング評価の事業運営の部分についてこの 5 つがこの前全体

で出されています。これらについてもう少し追加したほうがいいのか、ここのところを

こうやったらどうだろうかというお話があるようでしたら、ここでおっしゃっていただ

けるとありがたいです。 

 どうでしょう、サービス面とか。 

 

【副部会長】私はやはり今言われたように数値化できる項目を追加する方向でやるほう

がよく見えるんじゃないかと思うので、評価に対して、そのような項目が見つかればそ

っちを少し追加したらいいのでは。 

 新しい事業をオーエンスさんが入って、私も北部しかわからないけど、北部は 3項目

ぐらい追加してもらって何とかうまくいきそうなところに来ているので、そういう面で

は非常にいいなと思って、考えてみると、何か評価項目として数値化できるやつがあれ

ばやはり、数値化したほうが皆さんにアピールもいろんな面でいいのではないかなと思

って、そういう点があればと思って一生懸命ながめているが、なかなかいい案が見つか

らない。 

 

【部会長】たまたま町民センターのカタログのところに寒川生涯学習総合案内というの

が載っていた。せっかくこういうさむかわ町民大学のこととか、ゆうゆう学園のことと

か、出前講座のこととか生涯学習人材登録ステップ制度なんていいのがあるので、こう

いうのをもとにしてまた何かちょっと項目で追加できるようなら、こういうのを中心に

して、あるいは中心じゃなくても参考にして館長のほうで定例事業を組み込んでいただ

ければと思う。評価とよく言うが、町から送られてきた公民館の実績を見ると、猛烈に

人気のあるところというのは夏休みなんて募集人数に対して 94％の参加なんてすごい
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成績があるんですね。町民センター、少年科学団とか 86％ということは、50％以上な

らいいんでしょうね、どうなんですかね。参加者が評価として半分以上。どうでしょう

ね。 

 

【委員】半分は少ないですよね。企業とかは 80％、70％があって普通ですから、やは

りあくまでも定量的にというのが事業として成り立つのかどうかということは視点に

なると思うんです。したがって、通常の事業計画をつくったときに 7割だと多分赤字に

突入します。どうしても 80％以上の実績がないとだめということになりますから、そ

こはそこで厳しく見ていく必要があるのではないかなという思いがします。 

 それと、追加なんですが、今回最大の、言ってみれば、指定管理者にお願いしたとい

う件については、あくまでも大前提はにぎわいの創出ということが一番頭にあるんで

す。先ほど枝葉末節的なことを言って、自主事業を多くしてそれの参加者が多くなると

いうことを言いましたけど、あくまでもそれは枝葉末節な理論であって、実際はそうい

うことをすることによって既存のイベントと相乗効果を持ってして、にぎわいが創出と

いうのは来館者が多くなるということが大前提なので、両面をやはり見ていく必要があ

ると思うんですね。だから、この自主事業はいっぱいやったんだけど、人は来なかった、

あるいはほかが減って結果としてにぎわいが落っこちてしまったというのでは本末転

倒になると思う。これはご存じのとおりでもありますので、ぜひそういう面からして全

体的な底上げを図るし、今部会長がおっしゃったように、いろんな資料をつくっている

ものをいかにここに来館した人が 1 人でも多くの人が見えるようなところに配架して

おくとか、そういう工夫もやはり評価点に入ってくるのではないかなと思います。 

 

【部会長】ありがとうございました。 

 町民センターの正面を入ってきてすぐにもうこの団体はいつ体験みたいのができま

すと、もう 9 月分をびしっと貼っていられるし、確かに団体は、「この日私たち頑張る

から、来てね」と友達も声をかけるだろうし、一つずつできるところをどんどんこうや

って進んでやっているから、ちょっと見回すだけで随分変わった。 

 

【町民センター館長】ありがとうございます。二、三日前に貼ったばかりで、9月 1日

からですけども、それよりも先駆けて貼らないと、9月 1日に貼っちゃいけないという

ことで 1 週間、10 日ぐらい前に貼れたんですけども、つい二、三日前に掲示いたしま

した。9月 1日からの体験の予定でございます。 

 

【部会長】少しずつ少しずつああやって、やめていく団体は少し歯どめになって、また

募集するなり、私たちも頑張ろうなり、にぎわいをつくるにはいいんじゃないかと思い

ました。 

 この間、ある団体で夏休みに子ども将棋教室を開いたんです。そうしたら、子どもた

ちは初日は 10 人ぐらいで、3 日間やったんです。次は 7 人、次は 5 人、減っているん

ですけど、「おばあちゃんち行くから、行けないよ」とか、「びっちょり祭があるから、

それが終わってから行くよ」とか、いろんなことを言っていたんです。ここで待ってい

たお母さんが、「ママ友ですか」と言ったら、「いや、この子たち、私たち幼稚園から一

緒なの。夏休み子どもが集まる場所がないと困るから、定期的にやってもらうと助かる

わ」なんてひとり言で言っていたんだけど、意外と子どもの居場所ちょっと何かやって

もらうと助かるよという人が身近にいるんですね。奥さん方は、私たちほんとに子ども

たちにあんまり難しく考えて、勉強とか、塾だとか思っていなかった、子どもの居場所

というか、集まる場所というか、ここに短く簡単にちょこっとやってもらうと助かると

いう人がいたから、何か小まめにそういうところを見つけて少しずつ増やしていくのが

いいのかななんてふとそのとき思いました。 

 

【副部会長】北部は子どもがロビーによく来ていますよ。 

 

【町民センター館長】多いですね。 
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【副部会長】北部はよく来ています。小学生が来ないと思うと中学生が来ているし、結

構子どもたちが公民館に入っていますよ。 

 

【町民センター館長】寒川の中で一番多いですね。 

 

【副部会長】私が行くと、必ずいるぐらいいますから、ほんとによく来ていますよ。 

 

【部会長】活気があるというかね。 

 

【副部会長】活気があるとは言わないけども、顔なじみの子もいっぱいいます。 

 

【部会長】そうです。友達同士で肩組んできた子、一之宮小学校ですと、同級生ですな

んて言っていましたよ。 

 

【副部会長】だから、気楽に入ってくるようにしないと。 

 

【部会長】そうなんですよね。あんまり大上段に構えなくてもいいから、ひょこっと来

れるほうがとっつきがいいのかもしれない。 

 

【副部会長】子どもにただ注意をしなきゃいけないのは、やはりあそこで飲食しちゃい

けないよというのをちゃんと飲み込ませないといけない部分だと思います。 

 

【部会長】それはありますね。 

 

【副部会長】しっかりやらないと乱雑になっちゃうから。 

 

【部会長】たまり場になっちゃって、飲み食いの場所になっちゃ困るから。 

 

【副部会長】それをやはりちゃんとしておけば、非常にいいことだと思う。 

 

【委員】今のお話で、公民館は飲食だめなんですか。 

 

【副部会長】料理室とかで、最初にちゃんと断れば、公民館と相談して衛生上問題なけ

れば許していただけることはあるみたいだけど、普通のところで食べたらやはりあまり

よくないので、いけませんよという。 

 

【委員】あくまでも自分で調理をするという項目が加わったものを飲食というほうにつ

なげると引っかかるわけですよ。ですけど、買ってきたものを自分の責任において食べ

たり飲んだりするということはだめなんですか。 

 

【町民センター館長】きちんとごみを片づけてくれたりとか、迷惑をかけなければ、ち

ょっとご自分で持ってきたあめとか、お菓子を食べてもらうのは特には禁止はしていな

いです。もちろん水筒とか持ってこられますので。ただ、ごみを散らかしたりするとき

はもちろん注意をさせていただきますけれども。 

 

【副部会長】そっちだよね。 

 

【町民センター館長】食べちゃいけないということにはなっていないはずです。 

 

【委員】つまり、海外の子どもたちを見ていたりして、やはり日本の子どもたちはいろ

いろ常識が、というか、民度が高いと常々思っているんですが、今言ったごみの分別と

いう件についてもやはり精神的な教育を受けていると認識していますので、そこは公民
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館に行ってみんなと食べながら、飲みながらというか、そういうコミュニケーションが

あってもいいんじゃないのかななんて常々思っていたんですが、規則があることだとそ

ういえばどういうものかなと思ったりしたものですから。 

 それと、にぎわいという面において、頭数さえそろえばいいというわけじゃないんだ

という意見もあるのは承知しているんですが、我々が春夏にいろんなイベントを行って

いる中で、特に音楽に関していうと、1 人での、例えば、ピアニストみたいだとか、1

人でインストゥルメントを操るようなものというのはあそこのホールを満杯にするの

はかなりしんどいですね。よほどブランドのある方じゃないといっぱいにできないで

す。それが吹奏楽とか、合唱だとか、人がいっぱいステージに上がると、取り巻きがや

はり 1 人で 10人ぐらい連れてくる、あっという間にいっぱいになっちゃうんです。そ

れはブランド要らないんですよ。 

 ということから、考えると、先ほどのようにいろんなグループがあそこに来ている、

来ることによって自分たちの活動を宣伝できると、そうするといろいろとまた誘われて

くるという面で、ある意味では全循環みたいにうまい方向に回るというのは世の中の常

でもあるので、何かちょっと参考になればなという気がしますね。 

 

【副部会長】いや、だから、祭りでも最近南部の子どもたちを祭りで出すようになった

でしょう。あれをやればやはり親がついてきますから、親も初めて来る人も結構いるわ

けです。だから、子どもの行事を入れるというのは非常に盛り上げる 1つ。ほんとは私

は常日ごろから言っているんだけど、中間層を入れる行事を何か入れたいなと思ってい

るんだけど、それはなかなか難しくてやれないんだけど、子どもは使うことはできるか

ら、子どもたちを呼べば親も間違いなくついてくる。 

 

【委員】そういう面からすると、子どもをだしにして、そこに集ってくる親たちが自分

の生きがいをそこで見つけてくれるような仕掛けづくりこそ必要だろうと思うんです

ね。 

 

【副部会長】その上の段階に行くときはそれだと思うんだよね。 

 

【委員】だから、そこが実は先ほど来申し上げた自主事業というところでぴしっと符合

してくる可能性もあるし、いろんなアイデア出しをする中でこれは要するにほかのとこ

ろの自治体がやっている、あるいは運営をしているものに対してそれを真似すればいい

わけですものね。だから、別に差別化する必要がない、真似して同じように賛同が得ら

れてくるならば、それをてこにしてさらに飛躍させればいいということですから、企業

経営とはおのずから違うと私は思っていまして、もう片っ端から良い事例を取り入れれ

ばいいのかなと思っています。 

 しかも、公民館というのは法律でもってがんじがらめにされていて、こうあらねばな

らないというよりも全部文言が決まっていますよね。ということは、どこの市町村でや

っている公民館と名前がついたところは同じですよね。だから、あっという間にいろん

な良い事例を取り入れられますよね。その取り入れたものをどう運営していくかという

件については、例えば、生涯学習推進員の組織を使うとか、あるいは町の市町村のボラ

ンティアたちとのコミュニケートをするとかいうことでいけるんだろうと思うんです

が、何はともあれともかく事業運営のところが、ぜひこれはやったぞ、ほれ見ろという

ことを館長さんたちに言ってほしいですよ。 

 

【部会長】ちょっといいですか。南部の実績の中で生涯学習推進員事業として中級英会

話集中講座が夏休みに 4日間やられたんですけど、この先生方には費用、お礼というの

はあるんですか。 

 

【委員】町からお金が出ていると思います。僕は知らないんですけども、その辺のとこ

ろは、そういう事業をしたことは存じていますけども、町に 3人がいますよね。 
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【町民センター館長】町の子どもたちの英語の講師をなさっていらっしゃる外国人の講

師の方が 3名いらっしゃって、教育研究室というところに詰めていらっしゃるんですけ

ども、外国人の講師の方 3 名が南部で学生さんと一般の方一緒に 4 日間連続で英検 3

級以上のスキルを持っている方対象の英会話講座をやりました。 

 

【部会長】センターでやった小学生英会話講座は。 

 

【町民センター館長】講師は同じです。外国人の方 3名は変わりません。ただ、対象が

小学生の 3・4年のクラスと 5・6年のクラス、2クラスでやりました。 

 

【部会長】教育委員会の呼吸とぴったり合ったのかね。来年か再来年か小学校英語やる

んでしょう。 

 

【事務局】ＡＥＴというんですけど、イングリッシュティーチャーアシスタント、要す

るに英語指導助手、それはもう数年前から学校に入ってもらって中学校の英語を中心に

やっています。今は夏休み中なので、やはり時間的に余裕が比較的ありますので、こう

いう公民館講座に数年前から活用してもらっています。 

 

【部会長】96％なんてすごいね。 

 

【町民センター館長】その講座はすごく人気がありますね。 

 

【委員】こういうＡＥＴの先生というのは存じているんですけども、どういう身分でこ

ちらで働いているのかというのが実はよくわかっていないんですよ。つまり、今回南部

公民館で 4日間お願いしましたけど、ああいうのをアトランダムに休みの期間中であれ

ばお願いできるような、そういう状況になっているのかというのが僕らにはわからない

んですよ。つまり、年間雇用でお願いしているわけですよね。 

 

【事務局】はい、そうですね。 

 

【委員】ですよね。ということは、夏休みとか、冬休みの期間中というのは少なくとも

主戦場である小学校・中学校に行くことはないですよね。仮にあるかわからないですけ

ど。つまり、教えるという側面から少し離れますよね。そうなると、その時間を使って

我々は先生方に、ＡＥＴの方々に講師をお願いできる立場にあるのかどうか、こういっ

たのがよくわかっていないんです。もっと平たく言うと、夏休み中何をやっているんで

すかということですよ。どうですか。 

 

【事務局】外に向かってこういう方を活用してくださいということはおそらく学校教育

ですから、やってはいないんですけど、当然夏休みになったらそういう社会教育分野と

いうか、公民館活動に従事していただこうということは 1年間のスケジュールの中に入

っていますね。 

 

【委員】なるほど。要は給料をもらっていると 1日少なくとも 8時間は実働として残さ

なくてはなりませんよね。となると、彼らにこういうところがあいているからというの

があれば、そこに対して我々がこんな講座をやりたいので、来てもらえますかという打

診ができる制度みたいのがあると。彼らも基本的にはみなし公務員でしょう。 

 

【事務局】そうですね。 

 

【委員】ですよね。ということは、我々がお願いできる立場にあるはずですよね。 

 

【事務局】それはそうです。 
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【委員】ですよね。そこのところがわからないんですね。誰が彼らを毎日というか、管

理されているのかもちょっと僕は不見識でわかっていないんですけど、ものすごくネイ

ティブだから、使いたいわけですよ。あるいは教えてもらいたいわけです。その英検 3

級というのはもっと平たく言うなれば、中学英語ができれば 3級なわけですよ。だから、

極めて簡単な英会話になりますね。来年から教育委員会で少し低学年から歩むような英

語教育をということになれば、なおさらのこと何かそういう休み期間中の講座をつくっ

てもらえるといいですね。 

 館長さん、この辺のところ公民館として、ここがあいているといったら、ばんと入れ

ちゃえばいいんですよ。 

 

【町民センター館長】調整の上ですけども、増やせるものでしたら、人気がある講座な

ので、多分増やせばまた新しい希望者が出てくると思われます。 

 

【委員】ぜひ、ほんとみなし公務員ですから、何ていったって。 

 

【副部会長】そういっても夏休みだから、予定に合わせて入れていくしかないだろうか

ら、そう簡単にというわけにはいかないだろうから、それはこれからご相談して、追加

できるんだったら、していってくれれば、全体がもう少しよくなる格好になりますよね。 

 

【委員】そうですね。 

 

【部会長】ありがとうございました。 

 モニタリングの視点だけに 40 分ほど使ってしまったんですが、ほかに何かご意見ご

ざいますか。 

 なければ次の「指定管理者制度を活かした公民館・図書館のあり方について」に進ん

でいいですか。 

 

【事務局】これで一応この協議は終わるということで、今いただいたようなことを加味

させていただいた上で最終的な点検項目をこちらで練らせて、つくらせていただくとい

うことでよろしいですか。 

 

【部会長】いいと思います。どうですか、皆さん。 

 

【副部会長】いいと思います。 

 

【部会長】よろしいですよね。ぜひそれでお願いしたいと思います。 

 

(2)指定管理者制度を活かした公民館・図書館のあり方について（資料 2）  

  ・事務局から資料 2により、第 2回社会教育委員会議を受け、提言 (案 )

の「今後の公民館・図書館に期待すること」の中の 3項目についてど

うしたらそれが実現できるかの具体策について 1項目ずつ順に協議

いただきたい旨の説明。  

 

【部会長】今後の公民館・図書館に期待すること 3つありますが、1つずつやっていこ

うということでございます。 

 初めに、利用者の集まりやすい環境づくり、第一に、利用者が職員に声をかけやすい

雰囲気づくりということになっているんですが、これについてご協議、ご発言お願いし

たいと思います。 

 

【委員】町民センターの自由に使えるスペースがありますが、あそこは昔は何にもなく

て、ちょっと薄暗い感じだったんですが、何年か前からテーブルを置いて、そうすると

結構皆さん集まって、何か部屋をとるのもあれだけど、少しお話をするというときにあ
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あいうところがあれば、お昼も皆さん、役場の職員の方たちもお弁当を食べたりなんか

して結構集まりやすい環境ができて、ただ、ちょっと暗い。そこで勉強なさっている方

もいらっしゃるので、もうちょっと明るくないと、目を悪くしちゃうんじゃないかなと

思ってしまう。 

 

【町民センター館長】天井の照明がですね。 

 

【委員】そうそう、照明が。私なんか文化祭であそこのコーナーを使っているんですけ

ども、ちょっとやっぱり照明が暗いねとは言って、ＬＥＤに変えてもらったのかしら、

変えていないのかな。何か変えていただくと、少し明るくなるのかななんて思うし、あ

そこは結構使いやすいと思います。印刷機も置いていただいたし、そうすると、また、

じゃあ、町民センター行ってみようかとなると思うので、とてもいいと思います。 

 

【副部会長】南部とセンターはほんとにロビーは暗い。北部はガラス窓があるから、あ

る程度は明るさをとれるんだけど。 

 

【町民センター館長】確かに南部も暗いですね。 

 

【副部会長】南部も暗いし、センターもね。やはりセンターは地下になっているから、

余計ですよね。そういうことで少し考えていただいて、もうちょっとね。目を悪くした

らしようがないから。 

 

【事務局】あそこは前は、展示コーナーということで暗かった。ＬＥＤに変えたときに

若干増やしたりもしたんですけど、まだちょっと暗い状況が続いているので。 

 

【委員】暗いですよね。ただ、ちょっと何かお話しするだけならいいんですが、勉強し

ている方もいらっしゃったので、そうするとほんと目が悪くなっちゃうんじゃないか

と。 

 

【事務局】あそこにテーブルを置いてそういうことができるようになると、やはり明か

りが必要になりますね。 

 

【副部会長】ただ、ああいうスペースがあると集まってくる人がいることは事実だから。

やはりテーブルを置いてあることは正解なんです。 

 

【委員】そうですよね。 

 

【副部会長】ただ、そうなってくると、何をやるかというと、今言ったように、勉強す

る子がいると、ちょっと暗過ぎる。話し合いだけするんだったら、あの暗さでも十分な

んだけど、その辺が難しいところだよね。 

 

【部会長】このセンターは、アナウンスが使えるのは１階だけですか。よく事務所で案

内するときに全部響きますよね。 

 

【町民センター館長】各階までアナウンスできるはずです。事務所の中にマイクの装置

があります。 

 

【部会長】町民センターで優しい音楽を流しているところなんてあるんですかね。 

 

【委員】ＢＧＭみたいな。 

 

【部会長】邪魔にならないような。音も何にもしない、しーんとしたところに入るより、
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ちょっと響いているところというのは、お金もかかることだから、やたらに提案も意見

も出せないんだけど、何となくおしゃれな感じもしなくはないんだけどね。 

 

【委員】でも、会議室みたいなところに流れたりなんかすると困る。 

 

【部会長】そういうところに流れちゃうと困るんだよね。ロビーぐらいにできるのかど

うか、今ふと思った。 

 

【委員】確かにシステム上はできますよね。 

 

【町民センター館長】放送は入れられるんですが、音楽を流すというのは調べてみます

けれども。 

 

【部会長】静かな、勉強する人も多いでしょうし、何か優しい音楽でも。集まったら、

流したら、どうかなと。 

 

【委員】このセンターにしろ、南部もそうですけど、感じているんですが、実は改善さ

れていないのは、事務所と一般の人たちのいるスペースが明確に区切られているという

状態は、これはやはり一心同体という面から、管理面からそうあってほしいというのは

わかるんですが、役場は最近フリーアドレスということでテーブルを共有化するような

状態にまで来ていますよね。これは人が多過ぎてどうしようもないというところもある

んでしょうけど、やはり管理面で必要なものと、あとはそこに来ていろんな申し込みを

するとか、照会をするとかいうスペースは事務所の中につくってもいいんじゃないのか

なと思うんです。 

 南部もものすごく広いスペースがあるわけですよね。 

 

【町民センター館長】事務所の中ですよね。 

 

【委員】ええ。あれなんかも半分以下で十分だろうなと思うんですが、要は個人的にい

ろんな人と話すときに玄関先で話す場合と玄関に引き入れてそこで話す場合と、いや、

そうじゃなくて居間にという、いろんなケースがあるんだけど、玄関よりも外で話す、

やっぱりそれなんです、それまでなんです。せっかく公民館に来てもらうんだ、まあま

あと、お茶は出せませんが、どうぞ玄関の中に入ってくださいよという振る舞いがあっ

てもいいんではないのかなと思うんです。だから、何か敷居みたいので簡単に仕切って、

ここでどうぞと、机を置いてお座りくださいと言って職員が対応するとか、そんなのが

あっていいんじゃないのかなとも思えまして、これもおいおい検討していただいたらい

かがでしょうか。 

 

【委員】それから、いいですか。町民センターの入ってすぐ受付がありますよね。私受

付なの知らなかったんです。知らないというか、ほんと何年か前にわかったんです。 

 

【町民センター館長】小さい窓のことですか。 

 

【委員】意外と気づかないまま、そのまま入ってきちゃって、いつも事務所にすぐ直接

ドアたたいて、いろいろ交渉したりするんですけど、受付というのは何かあまり気がつ

かない場所というか、不要じゃないですけど、もうちょっと。あまりあそこから話しか

ける人はいないんじゃないですか。 

 

【町民センター館長】あまりいないです。 

たまに役場に要件がある方が、例えば、住民票を取りたいんですけどとか、住民票の

窓口じゃないかと勘違いされる方がよく、あそこの役場の窓口みたいなイメージで、「す

いません、役場に行っていただけますか」と、そういう方が結構いますね。 
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【委員】もうちょっとあそこ考えたほうがいいかな。 

 

【事務局】あそこは昔整理券とか配っていましたね。 

 

【委員】整理券？ 

 

【事務局】イベントやるときの入場整理券を配るときにはあそこでやっていたんでしょ

う。ただ、あそこはちょっと小さ過ぎて、ほかのところのほうが入りやすい状況があり

ます。 

 

【委員】そうでしょう。気がつかないんですね。立て看板なんか置いてあるときもある

んです。 

 

【町民センター館長】そうなんです。自転車も１台置いてあったりするので。傘立ても

ありますし。 

 

【委員】そうですよね。だから、ちょっとわかりづらいんですよ。あら、こんなところ

受付あったのかなと思ったりなんかしたので、何かそこをもう少し考えたらいいんじゃ

ないかなと思うんですけど。 

 

【部会長】そうだね。もう前から思ってて、あそこに私書箱みたいに使えるようにして、

用があったら、そこへ、自分のクラブでも何でもいいから、書類届けるにもそうなんだ

よ。郵便のやりとりしなくたって町民センターのポストに入れておいて、必ずみんな来

るんだから、そこへぽっと入れておくと、自分で会のことがわかるとか、そういう利用

の仕方もなくはないですよね。マンションだってそうでしょう。郵便ポスト入れて、裏

から鍵をあけて取るじゃないですか。あれの仕組みを利用してやると、私書箱じゃない

けど、もっと町民センターに足を運ぶ、必ず用があるから、来るという。 

 

【事務局】比較的利用されている人というのは気がつかないんですけど、たまに来る人

はあそこの窓をノックして聞いたりする人がいます。 

 

【部会長】いるかもね。そうかもしれないね。 

 

【事務局】でも、利用しにくいというところがあります。 

 

【部会長】うまくやれば何か利用価値がありそう。 

 

【委員】それよりもっと根幹は、町民の半分にも満たない人しか使っていないわけです

よ。何％というパーセンテージですから、年に何回も来られる方もいるけど、そういう

方が次にもっと来てみたら結構いいことあるぜと思わせるような、いわゆるウエルカム

というものがあっていいと思うんです。これはやはり民営化、指定管理者のだいご味な

わけですよ。もう今は、要するに、たばこ屋商売をやめるべきだと、これは実は経営的

な心情です。たばこ屋商売はだめです。売って出るんですというものがあってしかるべ

きだと思うんです。 

 そのためにどうすべきか、したがって、店舗を変えなきゃいけませんよね。お金はか

けれないけど、利用しやすくする、今のお話。ある面でいったら、照明もあるし、いっ

ぱいやることはあるわけです。まさにそれが実は運営なんですよ。服装がいいとか、悪

いとかも重要なんだけど、それは大きな、実は創客、にぎわいの方向にはつながらない

んです。だから、ぜひそんなようなことで、両面相まって結果として何か町民の 1人が

必ずここを使うんだと、年 1回でもいいから、そうなってほしいなと思いますね。 

 

【委員】正直言って、若い世代の親も来ませんよね。子どもの何かがなければ、来ませ
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ん。 

 

【委員】いろんな必然性とか、そうならざるを得ないところが当然あるわけですよね。

だから、いいとか、悪いとかじゃなくて、そういう状況であっても何か行ってみようか

と、例えば、下にある食堂が安くておいしいよ、だから、一度行ってみよう、これでい

いんですよ。 

 

【委員】ママたち結構ランチするじゃないですか。安いところを探す、おいしくて安い

ところを探すので。だから逆に食堂がよければ、来ますよね。 

 

【部会長】じゃあ、下の食堂を館長に言ってママの日でもつくってもらって、毎週の水

曜日何時から幾らで安くするとかいって。 

 

【町民センター館長】そういうのは大いに参考にさせていただいて。お客さんが増える

のであれば。 

 

【部会長】絶対にできるよ。 

 

【委員】値段的にはちょっと今までよりかは高いですよね。 

 

【町民センター館長】以前のところと比べてのご意見は幾つかいただいています。味に

ついても価格についても検討していかなきゃいけないと思っています。ご意見は頂戴し

ています。 

 

【部会長】ママ友の集まる日でいいんだからさ。ちょっと視点を変えてやれば絶対来ま

すよ。 

 

【委員】ママたちは、ここの食堂に関して興味を持たないんじゃないですか。 

 

【委員】１回は食べてみようとか思わない？ 

 

【委員】思わない、思わない。それよりやっているのか、やっていないのから始まって

いますから。 

 

【部会長】最初に女性はもうだめと言われるとばたっと来なくなるから、あそこいいよ

と言わせれば、今度はしめたものだから、やりようによってはね。 

 

【委員】女の人はそうですよね。 

 

【部会長】帰りに植木鉢で花を買ってもらうとか、その日に限って、何か方法あります

よ。季節に合わせてやってもいいんだ。 

 

【委員】前にロビーでパンとか、小物みたいなものを障がい者の施設の方がつくったも

のを売っていましたよね。 

 

【町民センター館長】以前ですか。町民センターじゃなくて。 

 

【委員】いや、つい最近もあります。 

 

【町民センター館長】夏と冬に何回か、今年も一遍ございましたね。 

 

【委員】ちょうどそのときに来てパンを買って、結構おいしかったもので、そういうの
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もいいななんて思いますよね。 

 

【町民センター館長】年に 2回ですかね。 

 

【委員】2回しかないんですか。 

 

【事務局】町内の障がい者の事業所連絡会というところがやっているもので、年に 2

回やっています。 

 

【委員】じゃあ、そのときちょうど当たったのかしら。ああ、こんなこともやっている

んだなと思って。 

 

【委員】公民館で物販は禁止なんです。 

 

【委員】ほんとはいけないんでしょうけどね。そういうのをもうちょっと宣伝したらど

うでしょうかね。こういうのを何日にやりますとか。 

 

【委員】それを役場のテラスを使えばいいんですよ。こんないいところあるのになぜ使

わないのかとよく言っているんだけどね。毎週やりなさい、朝市をここで。 

駐車場があるし、ここに並べたらいい。 

 

【委員】雨が降っても大丈夫だしね。 

 

【委員】そうです。公民館という縛りもなくなるんですよ。役場で商売しちゃいけない

なんてそんな法律どこにもない。だから、やれるんです。 

 

【委員】まして指定管理になったら、できるんじゃないですか。そうでもない？ 

 

【委員】指定管理者というか、公民館という枠ではないんですね。 

だから、人を呼んでやっていますよということはできる。ここの中で店を出して区割

りして、さあ、どうぞ売ってくださいというのは年に何度もできませんよという、それ

が公民館まつりだったわけです。 

 

【部会長】よろしいでしょうか。今環境づくりについて、これで 25分ほどやりました。 

 では、次に移ってよろしいでしょうかね。情報発信センターとしての役割、これにつ

いてまたご意見・ご希望、協議お願いしたいと思います。 

 

【委員】この件なんですが、大分よくなったといえ、まだまだホームページが貧弱です

よね。ですから、何らかの形、あそこのところを切り出して、何かできないのかなと思

うんですよ。寒川町のホームページというのはできたときはいいなと思ったんだけど、

今回、例えばこのセンターなり、公民館に行く場合というのは施設を探すというところ

から入ってくるわけですよ。それで、公民館とやると、公民館の今度はそれに飛んで行

って、そこからまた選ぶという 3ステップいるんです。これはちょっと耐えられないん

じゃないかなと思っているんですけどね。内容も少しずつ充足されてきているようです

ね。ただ、工事中というやつもありますよね、まだ。 

 ですから、さっき指定管理になって半年だと言っているんだけど、課業の中の１つに

ホームページの充足というのが入っていますよね。それがまだ充足されていないという

ことで、50点はとれているかわからないけど、100点ではないという状態の中でどうす

るかというのは、ともかく喫緊の課題だろうなと思うんですね。 

 僕はスマホを持っていないんですが、スマホのビューワーはあそこに入っているんで

すか、いわゆる寒川町も含めてですけど。パソコンでは大きな画面だから、当然見るこ

とできますよね。 
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【町民センター館長】スマホ用のということですか。 

 

【委員】ああいうのはあるんですか。わからなくて。 

 

【事務局】一応モバイル画面というのがまた別にあります。 

 

【委員】あるんですか。 

できればこの寒川町に働きかけて、寒川町の役場に来る人だって少ないわけですよ。

だけど、公民館にいっぱい来てもらうためには寒川町のホームページのどこかに施設を

探すじゃなくて、すぐ脇とか下に公民館というタブをつけてもらうぐらいでないと。 

 

【副部会長】1ページのところに公民館という枠があれば多分入りやすいと思うんだよ

ね。 

 

【委員】ただ、これはそんな簡単じゃないんですよね。あれ外部に出しているんでしょ

う、ホームページ。 

 

【事務局】今図書館が現状寒川町のトップページに出ていますが、あのような状態にで

きないかという話しかけはしましたが、やはり画面上の都合でできないようなので、あ

のようなリンクの張り方になっているというのが現状です。 

 

【委員】提案なんですけども、一番下に広告欄があるじゃないですか。あれと同じ、あ

のタブの大きさで公民館をくっつければいいんですよ。そうしたら、あっという間にそ

こから直接入っていきますよ。だから、窓口はできているんですよ。それを使っていな

いだけ。だから、やり方がもしわからなければ、幾らでも教えますから。 

 何はともあれ充足をよろしくお願いいたします。 

 

【町民センター館長】はい。 

 

【部会長】館長さんにお願いです。町に広報がありますよね。あのほかに子どもさん用

に「すきっぷ」がありますね。あの「すきっぷ」というのはどこが主催でやっているん

ですか。主催というか、中心になるんですか。 

 

【事務局】協働文化推進課です。 

 

【部会長】協働文化がなるんですか。 

 

【町民センター館長】原稿は出させていただいています。 

子ども対象の、青少年対象の事業は掲載をしていただいています。 

 

【部会長】圧倒的によかったというのがこの間わかったんだけど、子どもさんに聞いた

ら、広報なんか 1つも見なかったと。学校からもらった「すきっぷ」でこれはいいとい

うので申し込んだのがぱっと 10人。 

 

【副部会長】子ども向けは広報に載せても集まらないんです。 

「すきっぷ」に載せると集まるから、あれだけ違うんだね。 

 

【部会長】1年に 4回だそうですね、発行されるのが。あれは上手に使うと。 

 

【副部会長】ただ、時間があまりにも制限があって、なかなか難しい。うまく入ればい

いんだけど。 
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【委員】婦人会であさって子どもの料理教室やるんです。それで、去年は「すきっぷ」

というのを知らなくて、ただ広報だけに載せていたんですよ。そうしたら、やっぱり

15 人ぐらいしか集まらなかったんですけど、今回絶対「すきっぷ」に載せようと思っ

て協働文化にお願いして載せたら、すごいんですよ。1日でもう定員オーバーしちゃっ

て、結局 20名のところ 28名募集来て、ほんとに 1時間ぐらいでいっぱいになっちゃっ

て、いや、ほんとに「すきっぷ」はすごいなと思って、だから、子ども、お母さん、や

はり「すきっぷ」しか見ないのかなと思っちゃうんですね。 

 

【副部会長】子ども向けは「すきっぷ」がいい。 

 

【委員】絶対そうですよね、「すきっぷ」のほうがいいですよね。 

 

【副部会長】ただ、載せるのが年間計画で、もうわかっているやつはいいんだよね、早

くつくって出せるから。ところが、直前に行って出そうとしたって入らないから。時間

が、1年に 4回しか出さないから。広報だったら毎月出しているでしょう。広報でも私

に言わせればまだまだ時間短縮しろと言っているんだけど、一番悪い例は、野球、夜中

までやっているのに次の日ちゃんと文章に載るじゃないかと言ったら、怒られたけど、

町から。校正があるから、そこまで。でも、それを言ったために最初は 3カ月ぐらいか

かっていたわけです。それが今ようやく 2カ月ぐらいまでに縮まったわけです。あれは

言わないとやはり縮まらないから、だから、縮まってきたことは縮まったんですけど、

前よりは。だけど、それでもやはり時間があまりにも前もって言われるから、計画まだ

できていないのにもう載っけなきゃいけないという面があるんだよね。 

 ただ、だけど、校正をやらなくちゃいけないと言われると、これも間違っちゃいけな

いから、役場も。難しい。 

 

【委員】それだけ集客媒体としていいのであれば、直接話したらどうですか。 

 

【副部会長】年間計画があるやつは載っけること可能なんです、今話したように。 

飛び込みのやつだと難しいんだよね。 

 

【委員】いや、2カ月前じゃだめだとかいう話でしょう。 

 今の広報と同じですよ。だけど、1 カ月とか、1 カ月半に短縮してほしいとさらに言

うのは個別協議じゃないですか。どんどんやってもらえばいいんですよ。どっちみち自

分たちでやっているわけじゃなくて全部外注ですからね。やらせればいいんですよ。民

間はあっという間にやってきますよ。 

 

【副部会長】あれと違って、タウンニュースは話題性がないと請け合ってくれないから

ね。話題性があると受け取ってくれるんですが。 

 

【委員】タウンニュースは金曜日に出ているじゃないですか、隔週かな。 

 

【副部会長】月 2回。 

 

【委員】2回でしょう。締め切りは水曜日ですよ、その週の水曜日。 

 

【副部会長】そうそう。だから、新聞と同じぐらいのイメージ。 

 

【委員】早いですよ。 

 

【副部会長】木曜日に校正ぐらいだけど、早いですよ。 

 

【委員】やればできるんですよ。 
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【副部会長】そう。ただ、だけど、町の広報は校正があるからと言われるとつらいんだ

よね。校正が行ったり来たりしている間に 1カ月ぐらいかかっちゃうんだよね。 

 

【委員】ここでの話題とは違うけど、町の広報を見ている人とタウンニュースを見てい

る人の比率を統計上でとってみたらおもしろいと思いますよ。「すきっぷ」も含めてね。 

 

【副部会長】どういう層がどれを見ているかというのを載っけたらおもしろいと。 

それはほんとはそういうことをやっているのがコンビニなんだけどね。すごいですか

らね、今コンビニの情報収集は。 

 

【委員】結果として、いろんなことを言ってみても、体制だけ気にしているよりも、や

はり何だかんだ多少汚い手を使っても獲物をとってくる人のほうが今公民館にとって

みるといいわけです、集客という意味では。どんな手段であろうともともかく人に来て

もらって、そうかといって評価してもらえるということですから、もうありとあらゆる

手を使ったらどうなんでしょうか。後ろに手が回らない程度であればやっちゃったほう

がいいと思いますよ。 

 

【副部会長】そういう意味では手に回らないから、大丈夫。お金を渡してやったとか、

それは問題になるけど。 

 

【委員】「すきっぷ」に載せてもらったほうがいいのでは。 

 

【町民センター館長】活用しております。 

 

【副部会長】年間計画あるやつは間違いなく載っかってきている。 

 

【委員】すごいのがあるんですね。 

やはり少子高齢化ということで町も躍起になっていますよね。人をたくさんこっちに

移入させてもらうということをやっている中で、やはり少子高齢化の中で一番決め手に

なっているのは若いお母さん方ですよね、お父さん含めてね。そういう人たちに何らか

のきっかけをこの公民館が提供するとかいうことができるといいなと思いますよね。非

常に閉塞感があるような社会ですし、ええ。ここはみんなで考えないと今これをとかと

いうのはなかなか具体策が出てこないところがあるんですけどね。 

 

【事務局】今情報発信センターとしての役割ということがテーマでいろいろお話があっ

て、館をＰＲするホームページを改良するとか、あるいは人集めには「すきっぷ」が有

効であるとか、あるいはママとか、パパが欲しがるような情報を提供していくという話

がありまして、その 3番目のような話題をもうちょっと膨らませていただければありが

たい。公民館・図書館からどんな情報が発信されたらみんなおもしろいと言って来ても

らえるのかというところ、当然サークル情報というのも入り口に入ってすぐに、何でも

メディアを使えばいいというわけじゃなくて、館の壁を使うだとか、そうやって表示を

するということはすごくよろしいとさっきおっしゃった。それもやはり情報発信だと思

います。ですから、そういうところで皆さんがご利用されている中では、あるいは外部

から見られて、「こんな情報をこういう形で発信したらいいんじゃない？」というのが

いただければありがたいというところがこの 2番目のテーマかと思います。 

 

【委員】今おっしゃっているのは、何らかのきっかけを発信することによってまずはこ

こに来てもらうということが前提ですよね。今そこがうまくいっていないんですよ。で

すから、今ある既存のサークルの構成員というのは実は年々減少しているんです。これ

は紛れもない事実なんです。そこで、さっき言った自主事業をもっと打ってくださいと、

人を寄せるということをやっていただこうという話なわけです。ですから、それをどん

どん打っていくしか方法はないんですよね。公民館に来ない限り税金が倍になりますよ
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といったらみんな来ますよ。そんなことはできっこないんだから、あるいは半分になり

ますよといったらみんな来ますよね。 

 

【副部会長】それはそう言われちゃ間違いなく集まる。 

 

【部会長】まさか公民館でポイントカードは。何もないから。ラジオ体操だって昔はは

んこをもらいたくて集まった人いるじゃないですか。 

12 カ月あるんだから、最低一月 1 回は顔を出してくださいと、全部やった人には  

すいせんカードの何とかを出すなり、また次来てよということで、全部来たら登録会員

だとか、会員だとか、準会員だとか、少しでも私ら町民センター行っているのよ、公民

館行っているのよと、同じ仲間じゃないのということでつながって言えば、カードで色

をつけて、黄色にするなり、青にするなりすれば、ゴールドが一番上でもいいじゃない

ですか。最初は白でもいいじゃないですか。そんなふうにして何か、子どもだましなん

だけど、ちょっと目先でも変えていかないと、もう特効薬ないから、来てもらうんだっ

たら、だって、極端な話、公民館でポイントカードを使っているなんて、やったとすれ

ば、おそらく初めてですよ。やる勇気があるかないか、予算があるかないかもあるんだ

ろうけども、ちょっとは目先を変えるというのも大事かもしれませんね。 

 どうしても固くなっちゃうでしょう、考えることがね。難しくなっていっちゃうから、

ちょっと力を抜いてね。 

 

【委員】図書館に読書通帳というのがあって、それを子どもたちというか、一般の大人

にも配っているんですかね。あれが非常に人気があるんですよ。つまり、自分の読書履

歴がそこにプリントアウトできるという。実際に自分で書くんですけど、こちらは。で

すから、そんなことの中でいろんな体験、入退も含めてここの公民館でこんなことをや

りましたよというのがそのノートにつくと、公民館通帳みたいなので、そこに同じサー

クルでも 5回出たというのを総計して、年間で 30 回以上の人には記念品をということ

でもいいのかもしれません。お金ということになると、ちょっとぎすぎすしてくるので。 

 

【委員】それもそうですね。 

 

【委員】図書館は記念品を子どもたちに出すようですね。 

 

【事務局】子どものスタンプはありました。 

 

【町民センター館長】協働文化で、ゆうゆう学園はやっています。 

 

【委員】いろんなサークルがあって、新しく来てくれた人にはウエルカム何とかで記念

品を差し上げるぐらいのことは全然問題ないので、それを補助するかどうかというのは

またちょっと議論していけないでしょうけどね。 

 

【事務局】若干 3番目のテーマみたいなところに今行きつつありますが、情報発信とし

ては何を期待するか。 

 

【委員】公民館にどういう人に来てもらいたいと教育委員会は思っているんですか。も

う今、要するに、全世帯というか、全年齢に対するよりは、やっぱりカテゴリーという

か、セグメントしながら、若年層だとか、シニア層だとか分けていかないと、なかなか

難しいかもわからないんですよね。 

 

【事務局】ただ、あからさまに、じゃあ、寒川の人口構成からいうと、30％がどの世代

だから、あるいはこういう方たちが比較的時間をお持ちだから、そこをターゲットにし

ていこうというものは持っている。やはり全方位的なところでは打っていって、例えば、

教育施設だからこそ、もうかる、もうからないじゃなくて、やはりあまり人が来ないか
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もしれないけども、これは地域に必要なエッセンスだといって提供するということは公

民館としては必要と思っております。やはりそこから小さい目で 1人でも 2人でも気づ

いていただいて、それが増えていただければよい。参加率が 8％か 5％だから、今度は

やめますということも当然考えていますが、やはりこれはもう少しやっていって、ここ

ら辺の層を増やしていこうという戦略は持って臨んでいるところはあると思います。 

 

【委員】それだけにセグメントした層からのリクエストを聞くというようなのが必要だ

と思うんですよ。何を望んでいるのか。まず、ユーザーに聞くしかないと思うんですよ。

全体的に、先ほどの話に戻るわけですよ。だけど、30％以上が 60 歳以上の方で占めら

れていると、これは紛れもない事実なわけです。 

 だから、そういう人たちというのは時間もあって、それなりに年金が入ってくる層で

すから、時間を持て余しているわけですよ。特に家の中でぼーっとしている人はほとん

ど病気で死んじゃうわけです。じゃなくて、公民館にいらっしゃいと、こうやっていれ

ばと、あるいは歌声を聞かせながら、みんなでわきあいあいすることによって長生きで

きますよ、これも事実なわけです、論文が出ているんですから。そういう意味で寄せて

くるというのも 1つの手だと思うし、子ども向けとか、お母さん向けだとかいうことを

ですね。 

 

【事務局】ドライな言い方かもしれないですけど、情報発信というのはある意味釣りの

えさみたいなところもあって、要するに、発信しなくても来る人は来る。それに向かっ

て情報を出すということはいいのですが、やはり来ない人たちをターゲットにするとい

うのも 1つ戦略かなとは思います。 

 

【委員】そうですね。 

 

【事務局】別にえさをまかなくても来る人は来ていただけるなら、それはウエルカムで

よろしいと思いますが、来ないところに向かって、それは見えない者を相手にしている

みたいで非常に難しいところがあるので、なかなか二の足を踏んでしまうというところ

がこれまでだったと思います。 

 

【部会長】それはそのとおり。来ない人に幾ら言ったって来ないから。人が集まるとこ

ろは嫌いだというんだから。 

そんな人達に幾ら話したってしようがないんだから、ある程度 2割ぐらいはふるいに

かけちゃう。ある程度行ってみようかなという人だったら、友達、友友作戦で、私 1

人連れてきたよ、そうしたら、よかったね、下の食堂のサービス券あげますよ、100円

引きですよの券渡したっていいんだよ。何か来て、友達 1人連れていけば食堂の券、割

引券もらえるよだっていいじゃない。何だかんだえさでやるしかないじゃない、とりあ

えず。ママ友でうまく言ってもらえればだよ。うまく言ってもらえれば、もうばーっと

広まりますよ。変に伝わると、今度はまずくなっちゃうけど。 

 

【委員】ママ友は広がりますよね。 

 

【部会長】ママ友絶対広がる。 

 

【副部会長】男の友達は広まらないけど。 

 

【委員】だめだったら、絶対だめですね。 

 

【委員】割引券を出すという意見についてはオーエンスさんの経営資源がどこまでそち

らに割愛できるかということだけですよね。 

 

【部会長】思いつきで言っているから、そう簡単じゃないよと言ったら、それはまずい
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んだけど、いいんですけど、あんまりかたい話ばかりやっちゃうとね。 

 

【委員】行く行くはオーエンスさんが自主財源から出したというと、町から出ているか

ら、やっぱり町の首を絞める可能性があるので、今の話。 

 

【町民センター館長】もともとは指定管理料の中での話ですからね。 

 

【委員】ですよね。だから、あまり公民館だけがそういうことをということになると、

結果として寒川町が多分窮すると思うんですよね。 

 

【副部会長】それと、変なところから、変なぐらい引っかかりますね。だから、その辺

は考えてもらわないと。 

 

【部会長】どうですか、時間もここで尽きました。次へ移ってよろしいでしょうか。斬

新な事業展開というところへ移らせていただきます。 

 地域や学校等と連携して今まであまり施設を利用していなかった住民や子どもたち

を引きつけるような事業やまちづくりにつながる人づくりの事業など、この町の住民で

よかったと思わせるような町の活性化につながる事業展開に移っていきましょう。 

 ちょっといいですかね。学童保育という言葉が昔あって、ママたちが働いているとき

に学校から早く帰って、一旦学校で預かるところありますよね。あれは正式にはなんと

言うんですか。 

 

【事務局】学童保育です。 

 

【部会長】保育というのですか。あの学童保育の責任者というのは学校と連携なんです

か、ボランティアでやっているんですか。 

 

【事務局】学校は関係ないです。町の部局としては保育・青少年課がやっていまして、

それをＮＰＯに委託しています。 

 

【部会長】そのＮＰＯというのは、子どもさんたちを預かっている間に学校の施設から

出ると、事故でも起こしたときというのは責任があるのか。何か大変なことなんですか。 

 

【委員】あるでしょうね、預かっているという。 

 

【委員】一応各施設に責任者がいます。 

 

【部会長】催しがあるので、その施設を 5カ所ぐらい回って、チラシを配って、ぜひ遊

びに来てくださいと言ったけど、誰も来なかったね。ということは、出ちゃいけないと

いうふうに決められているのかな。 

 

【委員】一応遊ぶ場所というのは決まっているし、親御さんが迎えに来る時間がばらば

らなので、そこにはいますよね。いて、例えば、何か行事があるときは届け出をしてや

っています。 

 

【部会長】普通の曜日はそれでいいけど、日曜日にやりますということで。 

 

【委員】日曜日は、学童保育はお休みです。 

 

【部会長】学童保育はお休みだけど、その子たちにその要件とか、チラシが伝わってい

るのかどうかというのは全くわからない。持って帰ると思うけども。 
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【委員】チラシは一応、親御さんには行っていると思います。 

 

【部会長】いや、実験したら、小学校で配った夏休みの資料は 20 枚ぐらい、いろんな

ものを、先生が大変だから、配るんだね。持って帰りなさいよと。そうすると、ごみ箱

へぼんと入っちゃっているらしい。 

 それで、それを感づいたおばあちゃんが「絶対学校で配られているから、ごみ箱探せ」

と言ったら、ごみ箱に入っていた。見つけて、ああ、やっぱり学校で渡す子どもたちの

資料なんていうのは親が見ていないということに気がついたわけです。 

 

【委員】見ている親と見ていない親、真っ二つ。 

 

【部会長】だから、学校に幾ら頭下げて教頭先生に言ったって何したって、忙しいから、

学校は。もらった生徒はもう遊びで忙しくてしようがないから、ぽっとなっちゃうから、

やり方としては大勢のところに何かを配ればいいというものじゃないね。 

 

【委員】学童の場合は出勤のタイムカードがあるんですけれども、それが一つ一つ、一

人一人になっているんですね。そこに親御さんがタイムカードをとって押すので、そこ

に手紙を全部入れています。 

 だから、親御さんたちは必ずとります。あと、それと一緒にタイムカードのところに

ホワイトボードが置いてあるので、連絡事項が常に書いてある。 

 

【部会長】いいことを聞いた。なるほど。 

これはまた作戦練り直しか。そういうことがわかれば、無駄な仕事をしなくて済むわ

け。それならそれで、そういう人たちにぜひ、売った買ったじゃないから、損したじゃ

ない、いいことをやっているんだから、ぜひ来てくださいというには、そういってれば、

少ないプリント代でも少ない手間でも相手に伝わるんだよね。1,000枚やったって 1人

か 2人じゃ役に立たないよね。 

 

【委員】あと、だから、ＮＰＯの事務局自体は昔のヤクルトさん、ボウリング場の裏の、

そこが事務局になっているので。 

 

【副部会長】一応そこ断らないとね。 

 

【部会長】もちろんそうだね。 

 

【副部会長】そこに入れさせてもらえれば、それのほうが伝わる。 

 ただ、さっき言ったように、見てくれる人と見てくれない人いるから、持っていって

もぽんとやる人はいるから。 

 

【部会長】なるほどね。ちょっと余計なことで、すいません。まあ、難しいね。不特定

多数の人に。 

 

【委員】これはやっぱり見た方が得だと思ってもらわない限り見ないですよ。 

 

【部会長】そうですね、それは言えますね。 

 

【委員】ですから、今までいろいろと 3つの側面に分けてお話をしてきたことすべては、

実は欠落しているのは売りが何なのかという議論なんですよ。公民館の売りって何です

か。その議論なくして今までの議論はみんなむなしいところがありますよね。だから、

この公民館部会というのは、売りをともかく何にするかというのを決めないといけない

ですよね。それはさっき言ったように、ほかの自治体のやっていることを学んでもいい

し、視察でもいいんですよ。あるいはカテゴリー別にとか、セグメントしながら年齢別
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にニーズを聞くとか、そういったところの地道なものの逆展開だろうなと思いますよ

ね。 

 我々の寒川町は長い歴史があるから、いろんなイベントが見つかって、それを具体的

に形にするというエレメントは十分持っているわけですよ。だから、ただ、自分の能力

を生かし切れていないというところが問題なわけです。だから、やはり自分一人でこん

なことできますよというのは皆さんどうもちゅうちょするところがあるので、どこかの

自治体がやっている、非常にいいことがあったけども、成功事例に学ぶという。 

 それともう 1つは、寒川町の各クラブで、グループでやっていて、成功体験がいっぱ

いあるのは、それをもって実は何かあれば、公民館で主催しながら、公民館の主催でも

ってほかの自治体の人を集めていわゆる他流試合をするとか、寒川町は成功しているけ

ども、ほかの自治体の人を呼んで、同じグループを呼んだといったら、とんでもない。

見劣りしたとか、そういうところで寒川のたこつぼの中で世の中見えない状態で   

気になって、どこかはい上がって外を見ていく必要があるんだろうなと思いますね。 

 だから、そういう面からいくと、委員で公民館、地方自治体の、近場のところを視察

に行くというのも 1つの手ですよね。 

 

【町民センター館長】オーエンス、私も含めて幾つか指定管理の施設を持っていまして、

年に数回なんですけれども、各館の責任者を集めて勉強会といいますか、それぞれの館

での特色ある事業の紹介ですとか、オーエンスが持っている施設での情報交換にはなっ

てしまうんですが、それぞれ他県の自治体の、施設も公民館だけじゃありません。老人

対象の施設ですとか、青少年対象の宿泊施設とかいろいろあるんですけども、そういっ

たところでの情報交換会を年に本社でやっていますので、限られた、我々の同じ仲間同

士の情報交換にはなってしまうんですけれども、そのような活動はしております。 

 

【委員】ぜひニュースを流してもらえると刺激になりますよね。 

 

【事務局】社会教育委員の全体の会議でも事務局からいろいろお示しさせていただい

て、県の社会教育委員連絡協議会の研修会や地区研究会、あるいは公民館関係の大会で

すとか、そういうのも社会教育委員さんから出てもらっています。他市を知る絶好の機

会になりますし、行っていただくと、何かこういうことをやっていたよということがで

きます。 

 

【委員】そういうのに館長さんが行ってくださるといいかなと思います。 

 

【事務局】社会教育委員の視察というのがありましたが、その今一歩手前みたいな感じ

ですが、そういうところに乗っていただければ他市を見る機会はあるということではあ

ります。 

 

【委員】喫緊だと 8月 26と 27ですよね。2日間にわたって行われますよね。相模大野

でしたっけ。あの手のものというのは去年も確かバスか何かというか、自家用車か何か

でしたっけ、出したんですよね。 

 

【事務局】去年のは行政系がかかわっている公民館連絡協議会の大会だったので参加し

ましたが、今回のは外部団体というか、一般団体の開催、主催のものだと思います。 

 

【委員】内容的にはよく似たようなところがあるんですよね。あれはお金がかかるんで

したよね、確か。1,000円か 1,200円かかる。去年は行ったんですよ。なかなかおもし

ろかったですよ。 

 

【事務局】どうでしょう。3項目については大体ご意見は出尽くした感じがありますが、

今ここの 3項目を中心に話していただいたんですけど、もうちょっと 4項目をつけ足し

たほうがいいんじゃないかというところがあれば、その辺についても時間の許す限りで
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ご意見をいただければと思うのですが。 

 

【部会長】事務局のお話ですと、そういうことで、もう 1つ追加したらどうかというこ

とで、何かありますか。こんなものを利用者の情報発信、斬新な展開、ほかに期待する

こと、今後公民館に期待すること。 

 

【委員】僕はいろんな電気屋さんを指導する立場にあったものですから、電気屋商売と

いうものをものすごく熟知しているんですね。だから、ヤマダなんかにも私の友達が社

長を今やっていますけども、いかにして店に来てもらうかということを苦心するわけで

すよ、広告も毎週のように打つ、あるんです。でも、来た人に損をさせない、来てよか

ったなと思わせるということで、ものすごく目玉商品を置くとか、ポップを書くとか、

ありとあらゆることをしますよね。だから、そういうのが、公民館が必ずしも客商売だ

と僕は思っていませんが、人に来てもらいたいという側面だけで見ればあってもいいん

じゃないのかなと思うんですよ。いわゆる飾る、デコレーションするという意味ですね。

それは季節それぞれに、例えば、ある程度春夏秋冬でもって合わせたデコレーションを

していくとか、あと、子どもたちもとかという話もあったけど、行ってみたら、おもし

ろいなと、自分の描いた絵が置けるねとか、ちょっと今思いつきなんですが、そんなよ

うなことも含めて少し場づくりをされたらいかがかなと思います。 

 電気屋さんはご存じですか。社長とか、従業員は壁がないんですよ。だけど、責任者

はそこの店長だったり、社長だったりするんですが、人一倍早く来ます。何を最初にや

るか。まず、店先の掃除、水打ち、その後で商品を一品ずつみんな磨きます。磨くんで

す。きれいにする。ほこりは全くないようにするんです。ここまでを従業員が来る前に

少なくとも責任者は行います。来てよかったなと、きれいだったな、商品もよかったな

と思わせるようにするんです。だから、公民館もそういう側面を持ってもいいんじゃな

いのかなという気がしますね。ちり 1つない。とてもきれいです。 

 それと、先ほど言っておられた暗いというので、あそこはがんがんに明るくしますよ

ね。だから、公民館も夕方になると人がいなければ消しちゃう。あれはもう全然ナンセ

ンス、僕に言わせると愚の骨頂ですね。暗いから、集まらないわけです。でも、明るく

するとガまで入ってきますから、両面あるので、上手にやらなきゃいけないわけですよ

ね。 

 そんなようなことを体験はしてきましたが、幾つか暗示的な要素もあるんじゃないの

かなとは、伺っていて思いましたね。 

 

【委員】ちょっと 1つ質問いいですか。お掃除をしているところ見たことないんですよ。

いつやっているんですか。 

 

【町民センター館長】朝ですね。 

 

【委員】始まる前？ 

 

【町民センター館長】はい。ブルーの制服を着た女性の方が朝もう 9時前に。 

ただ、町民センターの場合は役場の休みに合わせているので、土日は入らないんです。

ですから、月曜から金曜なんです。 

 

【委員】毎日入るんですか。やっているんですか。 

 

【委員】やっておられますよ。 

 

【委員】私見たことないわけですよね、始まる前だから。ああ、そうですか。 

 

【委員】それと、ちょっと関係ない話になっちゃうのかもしれませんけど、健康管理セ

ンターと公民館というのは事業的にはよく似たものがありますよね。健康管理センター
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は土日がお休みですよね。公民館は土日がオープンという状況の中で健康管理センター

のマネジメントは健康管理何とかありますよね。 

 

【部会長】社会福祉法人がやっているやつ？ 

 

【委員】社会福祉協議会は単純な管理だけですね。 

 

【委員】指定管理の。 

 

【委員】ええ、そうですね。あそこでやっている、例えば、健康体操みたいなものがあ

って、公民館でもやっているわけですよ。そうすると、何だ、これはということでもあ

るので、向こうで土日やっていないのだったら、土日はこっちで取っちゃえばいいんじ

ゃないかなと思うんですよね、公民館に。健康体操じゃなくて別のものもいっぱいある

わけですよ。 

 

【委員】体操すごく多いですよ。 

午前やって、また午後もやるという人もいるし、町のわくわく体操の、私も運動ボラ

ンティアをやっているんですけど、月 2回ですか、結構 60名から 70名ぐらい集まりま

す。 

 

【委員】集まりますよね。 

 

【委員】集まりますよ。わりと男の人も今度何人か。 

 

【委員】そうですよね。 

 

【委員】女の人がほとんどですけどね。 

でも、ここは広いところは展示室１ですかね。あそこをぶち抜いちゃえばね。結構そ

ういう体操なんかもいいですよね。体操というと、年とった方というか、若い人もあれ

ですけど、体操があるとやっぱり来るんですよね、集まるんですよね。 

 

【部会長】需要があるんだ。 

 

【委員】そう、あるんです。だから、ここも体操みたいなものを向こうが土日休みだっ

たら、土日うまく利用してやるとか。 

 

【町民センター館長】次年度はそういうものは取り入れたいと思っています。 

 

【委員】やったらいいと思いますよね。 

 

【委員】でも、今の話は思いつきで言っているので、結構役場は縄張り争いするから、

その中に巻き込まれないほうがいいよ。生傷絶えなくなるから。 

 

【副部会長】縦割りが非常に強いから、そこは注意しないと。 

 

【町民センター館長】なるべく生傷ができないような方法を。 

 

【副部会長】だけど、いい考えだよね。土日だって。 

 

【委員】だから、これからは自分の売りというものをほかの、周りの人をそんたくする

なんてことは今の新聞用語で十分なので、どんどん他流試合したらいいと思うんです

よ。だから、ＪＡのわいわい市とか関係なく、ここで朝一やっちゃえばいいんですよ、
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毎週。例えばの話、そういうことです。体操もそう、何でもそう。使い切ってやればい

いですね。 

 

【事務局】公民館・図書館なんていうのは土日開館というところがある意味売りです。

あるいは夜 7時までやっている。平日真昼間に来られない人たちが多いわけですから、

そうしたら、体操したいなと思う人がいたら、健康管理センターじゃ行けないから、公

民館でやっていたら行こうかなと。だから、どこで体操をやっていたっていいわけです。 

 

【副部会長】そういうことだよね。今どこを見てもそういうブームだから、いろんなね。

ただ、少しそこの特徴をつけてほしいというのはあるけど。 

 

【事務局】土日は夜出たくないという人は、平日行けばいいですし、やはり平日の昼間

行けない、お仕事とか、学校とかで行けない人がいれば、公民館の土日に来てもらう。 

 

【委員】それと、分室でやって好評である例のマージャンですよね。マージャンはやっ

ぱりどこか週 1回ぐらいできませんか、1日部屋をとか。 

 

【町民センター館長】事業でということですよね。 

 

【委員】人来るんですよ。入れないんですもん。 

 

【事務局】一時期大学とか行くと、時間が余ったりすると、大学のまわりに必ず雀荘が

あってそこで時間を潰す。今学生、若い人やらないですね。 

 

【町民センター館長】一人で、だから、結局仲間とやるということがあんまりないわけ

ですよね。 

 

【委員】やったとしてもゲームでやっている。 

 

【事務局】あれは 4人とか、3人集まらなきゃ絶対できないじゃないですか。だから、

そういうのができない。 

 

【委員】マージャンは結構音がするわけです、ほかのものに比べると。だから、こうい

う安普請の家がほとんどじゃないですか、今のつくり方。だから、響いちゃうので、で

きないんですよね。それをこういったところで提供すれば、それはいいんじゃないかな

という気がしますね。 

 

【事務局】売りになりますか。 

 

【委員】売りになるんじゃないかなと思いますよ。 

 

【部会長】オール参加、マージャン大会。 

 

【委員】いや、まさにそのとおりです。 

 

【部会長】シニア層、ミドル層、何々層とか。 

 

【委員】あるいはこの旧高座郡の人を集めて高座杯とかつくればいいわけですよ。 

 

【町民センター館長】確かに囲碁・将棋は結構あるんですけど、マージャンはなかなか

ないんですよね。 
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【委員】年代によってはマージャンは悪いイメージがある。 

 

【部会長】そういうふうに校長先生が言っていた。 

 

【副部会長】あれはお金もうけるためにやったから、それが悪いイメージみたいです。 

 

【部会長】飲まない、吸わない、かけないとなっているから。 

 

【事務局】脳にはすごくいいようですが。 

 

【委員】いいんですってね。考えるからね。 

 

【副部会長】指先使うし、考えるし、コミュニケーションもとれるし。 

 

【委員】小谷の集会所もやっていますよね、すごい。集まっていますよ。 

 

【委員】そう、お友達ができますよね。そうしたらね。4人やらなくちゃだめなんでし

ょう、あれ。 

 

【委員】そう。だから場所だけなんですよ。あと、テーブルは買ってもらって、マージ

ャンパイなんていうのはもうごろごろしていると思うんですよ。各家庭に。シニアの方

は必ず 1個持っていますよ。 

 

【事務局】あるいは「もう使わなくなった方、ください」と言えば来るかもしれない。 

 

【委員】そう。だから、そうしてもらえばいいのであって、あと、中央のセンターのゴ

ムマットみたいのだけあれば何とかなると。ちょっとマージャンという切り口を、せっ

かく分室でやってあれだけ好評なわけですから。南部公民館も入れたいと今話がありま

して、視聴覚室なんていうのはあれだけ防音装置がついていて、ものすごく実は利用客

が少ないんですよ。例の自習室というのですか、料理する部屋。あれなんていうのはも

う 1桁ですね。毎月数％しか使っていない。それをちょっと上ぐらいのところに視聴覚

室がいるわけですよ。あそこをマージャン室にしちゃったということとか、ここなんか

も使っていないんですよね。使っているほうだと思うかもしれませんけど、もっと使っ

ていただいたら。 

 

【部会長】利用者の会でマージャンの大会やったら、あの人たちはまとまりがいいのか

ね、2階の受付は私たちで引き受けますとか、全部アンケートあれしますとか、ちゃん

とやってくれて、助かるような団体だね。すごくいい。 

 

【事務局】そういうのも斬新な事業展開というところに入っていくのでしょうか。斬新

というか、これまでなかった。 

 

【委員】斬新ですよね。でも、マージャン知らない人は講座とか、私なんか全然知らな

いんですよ。 

 

【部会長】だから、新しい、知らない人集まって教える。 

 

【委員】初心者講座、コース、やりながら、教えてくれるとか、読み方も全然わからな

いから、並べ方とか、何かそんなのね。 

 

【事務局】おそらくばくちだとかに染まるというものを何でやるんだみたいなところで

今までやっていなかったのか。 
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【委員】でも、頭使っていいという、痴呆症防止にいいということは言われていますよ

ね。 

 

【事務局】そちらのＰＲをしっかりするというところ。 

 

【委員】それを重点的に置いてやったらどうでしょう。 

 

【委員】一斉にやってみたらどうですかね。いろんな規則は設けるにしてもですよ。週

1回でもいいんじゃないでしょうかね。 

 

【部会長】かけない、飲まない、吸わないをもう絶対くっつけるということなら、すぐ

わかってくれるよ。 

 

【委員】マージャンというと煙ぼうぼうのところというのが、昔のイメージが強いよね。

雀荘のイメージがね。 

 

【町民センター館長】健康マージャンとかいう言葉もありますよね。 

健康ということを全面に出して、それこそ痴呆症防止とかちょっといいのかわからな

いですけど。 

 

【副部会長】今のおじいちゃん、おばあちゃんやっているマージャンは健康マージャン

ですよ。 

 

【委員】健康というカテゴリーというか、接頭語をつけて、健康体操、健康マージャン、

ヘルシーだから。 

 

【副部会長】それから、今言ったように、かけないなりつけてやれば、多分健康。 

 

【委員】健康シリーズを協働で進めますか。 

聞こえはいいですよね。健康というと響きがあれですよね。 

 

【事務局】でも、本当に健康なんですものね。 

 

【副部会長】頭の回転がすばらしくいいから。 

 

【町民センター館長】なかなかあれを積むだけだって結構大変なことですよね。こうや

って並べて積むのが難しいですよね、初心者には。 

 

【委員】いろんなものがこうやって話していると出てくるんじゃないでしょうかね。問

題は、だから、それを 1つでもいいから、具現化するかですよね。そこですよね。 

 

【町民センター館長】健康マージャンも来年度は前向きに、やり方を講座にするのか、

講座の後に競技会までやるのかどうかわかりませんが。 

 

【委員】そのほかに健康というお話で、今お話ししたんですけども、どうしてもやって

ほしいし、やりたいと思っているのは、実は地域文化の発信なんですよ。地域文化の発

信は実は役場のやる仕事の 1つなんですね。だけど、やられていないんですよ。 

 地域文化は何なのかというと、例えば、寒川神社もいいんだけど、寒川神社を知ろう

というのは南部で何度かやっていて、もうほとんど満員なわけです。そういうことと同

時に、この、例えば、寺院が持っている仏像がありますよね。例えば、景観寺には県の

重要文化財に指定されている仏像がちゃんとありますよね。 

 ということで、意外と知られていないし、もっとさかのぼったらば、縄文土器が出て
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いるわけですよ、日本に 3つしかないようなものが。それはどこにあるのか、レプリカ

しかないわけです。それも一之宮小の横のところにあったわけで、ほとんどあそこに行

かないですよ。だから、ここで展示しなくてもどこかのタイミングで。そういう郷里の

持っている歴史的な重要なものを一堂に会すとか、講座を行うというのはいいんじゃな

いかなと思いますね。 

 あるいは、一之宮に住んでおられた梶原景時さん、ああいう方、逆賊だなんて言って

いるけど、そんなことはなくて、とてもいい人だったという文献も残っているわけです。

意外に知らないんです、寒川の名誉町民じゃないけど、歴史のそういう書物を読むと、

一之宮からずっと茅ヶ崎の海岸、今でいうと海岸、あの辺までが所領だったんですね、

梶原さんの所領。とても大きな豪族だった。そういうのは町民知らないよね。 

 

【事務局】確かに文化財学習センターみたいなところは、そこに見に来てということだ

けではなくて、誰もが来やすい公民館・図書館で、例えば、釣手土器の本物とか、レプ

リカを文化財保護月間の何月に展示するので、見て下さいとか、あるいはそれを期待し

なくて来た人も「何だこれ」と興味をもってもらう。文化財学習センターも情報発信と

いうことで、情報やネタを公民館・図書館で見せたり、提供したりするというのも役割

として大切です。 

 

【委員】最高ですよ。歴史ロマンをほうふつさせるようなイベントというのはいいです

よ。 

 

【副部会長】文書館に行くと、あそこはすごいよ。私なんか一日いれるから。すばらし

いよ。あそこに行くと、寒川の歴史みんな、もう一日かかったって見切れないよね。 

 

【委員】学芸員が古文書についてもそれなりの見識を持っておられる方ですから、ああ

いう方は無料で講師を頼めるわけですよ。あれは寒川町の職員ですよね。 

 

【事務局】そうです。出前講座とか、派遣とかで来てくださいと要請していただければ、

自分の仕事のスケジュールと調整して来てくれます。 

 

【副部会長】エコネットのときに、散策絵図とか、小冊子をつくったんだけど、その時

にいろいろお世話になった。快くやってくれたもので、雑誌の後ろにちゃんと名前登録

させてもらった。 

 

【事務局】副部会長さんも文化財学習センターへ行ってみてください。土曜日もやって

いますから。 

 

【副部会長】北部は「さむかわを知ろう講座」というのが年に 1回だけど、やっていて、

あっちこっち周りを歩けるんです。 

 

【町民センター館長】座学じゃなくて外を回っていらっしゃるということですよね。 

 

【副部会長】そうです。見て歩くんです。ここにこれがあるよということで、これはこ

ういうことだよとか示してくれる。 

 

【事務局】最近文化財学習センターは結構茅ヶ崎の教育委員会とコラボしていまして、

北陵高校のところで大きな遺跡が見つかって、その関係の講座を打つと、40 人、50 人

と茅ヶ崎の人も寒川の人も集まって来ます。最後に現地を見て歩きましょうというのを

2年ぐらい続けてやっています。 

 

【副部会長】だから、昔は寒川駅は海だったかなという。 
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【委員】海ですよ。 

 

【副部会長】だから、景観寺のあたりは島があった。だから越の山とか、北陵なんかは、

海に入らないから、昔の人が住んでいた。だから、中里に貝塚があるけど、あんなとこ

ろに何で貝塚というと、海があったからです。 

 

【事務局】郷土を知ろうということで、健康文化財めぐりというのをやりましょうか。 

 

【副部会長】それは町も何回かやっているよね。私も、二、三回行った覚えがある。 

 

【委員】昔のいわゆる古文書を見ると、今我々がここにいる、ここは海だったわけです

よ。この辺で海じゃないのは岡田と寒川神社の辺は海じゃなかったんですよ。 

 

【副部会長】だから、景観寺とか、安楽寺は、昔の古墳があったりする。 

 

【委員】そういうのを聞くと、えーっとなる。 

 

【事務局】地域情報みたいなものの発信ということですね。 

 

【委員】それと、この高座郡というのは実は寒川町だけになったんだけど、周辺は基本

的にはすべて高座郡だったわけですよ。 

 

【委員】藤沢市もそう。 

 

【委員】海老名もそう、綾瀬もそう。だから、高座郡で残っちゃったというのはやはり

一之宮があったからなんですよ。あれが尾を引いたんですね、話を聞くと。寒川神社が

あったから、あれだけ残っちゃった。寒川神社がなければ多分もっと早く発展した可能

性があるんですけどね。そういう高座郡が 1つしかないにもかかわらず、相変わらず郡

になっていて、その辺のところの必然性というものを聞くとおもしろいと思うんです

ね。寒川町が聞けば聞くほど好きになる。 

 

【副部会長】寒川神社はいいところに建っている。藤沢を見て、お彼岸の 3日間は富士

山の上から太陽が沈むんです、3日間だけ。今は木があって見えないけど、寒川神社か

ら見るとそういうふうに建っているんです。 

 

【委員】寒川神社はもともと海の中になかったのか？ 

 

【委員】あれは参道を含めて海ではなかった。 

 

【委員】なかったんですか。そうなんですか。じゃあ、もともとからなんだ。 

 

【委員】ＰＴＡのママたちで寒川の歴史はちょろちょろと知っているところを話すとみ

んな食いついてくるんですよね。おもしろいと。 

 だから、地名の由来があるじゃないですか。小谷だったら小さい谷のところだったと

か、「え、そうなの？」とか、「おもしろい。もっと聞きたい」とかいうママたち結構い

るんですよね。 

 

【委員】それをもっと知らしめたらいいですよね。町というのは当時なかったんだけど、

寒川神社は、今から 1,200 年前の延喜式という律令制度にはちゃんと載っているんで

す。寒川神社がここにあるんですよ、ここが一帯を全部おさめていたんですというので、

由緒ある場所なんです。僕は寒川出身じゃないんだけど、歴史を調べれば調べるほどい

い町なんですよ。 
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【委員】歴史探訪みたいな、いいね。 

 

【委員】だから、ロマンという意味の。やはり自信を持ってもらいたいと思うんですよ

ね。そのためにはどうやって金もうけるかじゃなくて、文化的なという、そういう側面

をあげていく、そういうことを我々の部会が音頭を取ってもいいんじゃないのかなと。 

 

【委員】子どもたちに聞かせたい。 

 

【部会長】いろいろご議論いただきました。今後の公民館・図書館に期待すること、い

ろいろお話をいただきまして、これらを来年の 2月までにまとめたいということでござ

いました。 

 ということで、指定管理者制度を活かした公民館のあり方についてはここで終了させ

ていただきます。 

 

5．その他  

・次回の部会の開催予定について   

  10月 27日 (金 )  9:30～  町民センター会議室  

 ・現時点で参加人員を満たしていない 11/13(月 )県社会教育委員連絡  

協議会地区研究会松田町会場 (2名 )及び 1/25(木 )県公民館大会 (1名 ) 

について参加要請  

11/13(月 )県社会教育委員連絡協議会地区研究会 (松田町会場 ) 

                         平本議長・田邊委員参加予定  

1/25(木 )県公民館大会   鈴木委員・石黒委員参加予定  

 

6．閉会    

佐藤副部会長  

配付資料 

資料 1 モニタリング評価の視点について  

資料 2 「指定管理者制度を活かした公民館・図書館のあり方について」  

提言（案）  

議事録承認委員及び

議事録確定年月日 
・平本正子    ・田邊由美 

（平成 29年 9月 27日確定） 

 


