
1 

 

第４号様式（第８条関係） 

 

議 事 録 

会議名 平成 29年度第 1回寒川町社会教育委員会議  

開催日時  平成 29年 4月 26日（水）午後 1時 30分～ 4時 20分  

開催場所 寒川町役場  東分庁舎 2階  第 3会議室  

出席者名、 

欠席者名及び

傍聴者数 

出席者：平本委員 (議長 ) 三澤委員 (副議長 ) 宮﨑委員  花山委員    

 鈴木委員  佐藤委員  杉山委員  宇條委員  石黒委員  

欠席者：田邊委員  

事務局：大澤教育長  古谷教育次長  長岡教育総務課長   

小林教育総務課主査  奥谷教育総務課主査   

小島教育総務課主任主事  柄澤教育総務課主任主事  

指定管理者：別府町民センター館長  嶋田総合図書館長  

施設再編課：関根課長  杉﨑主査  佐糠主任主事  

傍聴者：２人  

議 題 

協議事項 (1)部会の設置について 

(2)各種団体への派遣委員選出について 

報告事項 (1)平成29年度社会教育主要事業計画について 

(2)平成29年度社会教育関係団体補助金等交付について 

(3)平成28年度2～3月分事業実績・平成29年度4～6月分事業予定 

決定事項 

 

協議事項(1)(2) 

 

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．委嘱状交付  

 

3．あいさつ  

   平本議長  

   大澤教育長  

 

4．自己紹介（資料 1）  

 

5．議事録承認委員の指名について   宮﨑委員・花山委員  

 

6．委員報告  

   ・ 3/17(金 )、 4/21(金 )県社会教育委員連絡協議会理事会  

   平本議長出席  

   平成 28年度事業、決算報告、平成 29年度事業計画 (案 )、予算 (案 )、横

浜市から休会の申し入れのあった旨の報告があった。  

  ・ 3/30(木 )寒川町生涯学習推進会議    三澤副議長出席  

   寒川学びプラン平成 28年度事業報告、平成 29年度実行計画についての

報告があった。  
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7．協議事項  

(1)部会の設置について (資料 2) 

  事務局から資料 2説明  

 ※資料 2のとおり部会設置の方向性について承認。  

 ※各部会員の選出  

 【公民館部会】平本議長・鈴木委員・田邊委員・佐藤委員・杉山委員  

 【図書館部会】三澤副議長・宮﨑委員・花山委員・宇條委員・石黒委員  

 

(2)各種団体への派遣委員選出について（資料 3）  

  事務局から資料 3により各種団体の概要説明  

 ・神奈川県社会教育委員連絡協議会理事…平本議長  

・寒川町青少年環境浄化推進協議会委員…石黒委員  

 ・寒川町生涯学習推進会議委員…三澤副議長  

 

8．報告事項  

(1)平成 29年度社会教育主要事業計画について（資料 4・ 5）  

・資料 4重点施策について事務局から説明  

 

【委員】6 ページに町民センター3 階トイレ洋式化修繕とあるが、できれば、今トイレ

がすごくいろいろな機能がついた、いい機能のトイレもあるのですが、公の場というの

はそんなに機能がついていない、すっきりした形のトイレを設置したいなと思いまし

た。いろいろな人が利用するときに一般的なトイレの設置で、すごい高級なトイレでな

くていいかなと私は個人的に思う。何か設置の基準があるのか。 

 

【事務局】単純に和式を洋式にしようというものです。 

 

【委員】その洋式のトイレがいろんな機能がついているのでなくていいかなと思ってい

るわけです。駅前の自転車置き場のところにトイレができたが、一般的なトイレもすご

くいろいろな機能、ボタンがついているので、そんなのではなくていいので、簡単なの

でお願いしたいなと思います。 

 

 ・資料 5主要事業計画について事務局から説明  

 

【委員】今の説明の中で教育総務課としての予算総額が、4億 5,6千万ということにな

りますよね。その中の約 4億は指定管理者に丸投げしている部分で、項目が多いけれど

も、教育総務課で扱っているのは 500万少々ということになるのですが、このような金

額の中でこれだけのことができるのかどうかという、できるから書かれたのだと思うの

ですが、実際どんな感じなのでしょうか。今までやっていたから、書いたのか。教えて

いただきたい。 

 

【事務局】確かに大部分が指定管理の部分となっております。総合図書館については、

施設の償還金も含まれておりますので、かなりこちらの部分でも、図書館の部分につい

ては増えている部分がございます。公民館・図書館の部分が確かに指定管理の部分が多

くなっているのですが、基本的には社会教育の推進に当たりましては、社会教育施設で

行われる事業を中心に進めていくという考えがございますので、教育総務課自体で行う

事業は確かに金額的には少ないものとなっておりますが、公民館・図書館の事業、講座

等を進めていく考えでおりますので、こちらに重点を置いた予算となっております。 

 

【委員】であるならば、公民館で自主講座がどのぐらいの金額になるかご存じですか。

確かに、もう 1つは、図書館の償却費用が約 1億かかっているので、それを除いてもか

なりのものが外に丸投げしている。そして、公民館のこの 1億 7,000万のうちの自主事
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業というのは今 100万にも満たないと思う。間違っているかもしれませんが。そういう

状況の中で町民のためにどういうことができるのか、あるいはこんなことをしたい、い

ろんなことが書いてある中で、実際どんなものなのかなという、そういう疑問を持った

ものですから、お聞きしたわけです。考えておいていただけますか。教育総務課にお願

いします。 

 これまでのところの質問というお話だったので、もう 1点質問したのですが、総合図

書館の中の、これは重点施策の 7ページ目にある 1番なのですが、図書館にとって非常

に大きな課題である資料の収集、これは今年度から大幅にアップしたはずなのですが、

その金額を聞いているんじゃなくて、資料収集に関してとかく行き過ぎた資料収集をす

るということで社会的におもしろおかしく報じられていますが、その辺のところは、い

かがでしょうか。 

 

【総合図書館長】資料の収集なのですが、これまで総合図書館では町の職員の方が選書

されて、発注されていました。ＴＲＣ(図書館流通センター)に変わりまして何が変わっ

たかといいますと、要するに、臨時職員の方はそのまま総合図書館で勤められています。

ですので、今まで臨時職員として雇われていた方が選書を行って本を収集していくとい

う形になります。ですから、これまで町の臨時職員さんがやられていたことが、今のＴ

ＲＣの社員ですけども、もともとが町の臨時職員さんだった社員が選書に携わって自主

的にやられるということになりますので、マスコミで報道されていますような、何か古

い本をごそっと持ってきたりとか、図書館では適切でないような本を並べたりとか、そ

ういうことは一切ないと思いますし、まず、今 4月になって、これから発注はしている

んですけれども、その都度教育総務課さまにリストをお出ししまして、タイトルも全部

チェックしていただいておりますので、変な本が入るということは今後ないと思ってお

ります。 

 

【委員】同じく総合図書館にかかわって、重点施策の 3番に関連します。学校の図書館

の図書の費用も町長部局の町長の理解も得られながら、平成 28年度でかなり戻しても

らって、29 年度も微増ですか、いろいろ部局が苦しい中で増やしていただいていると

いうことは大変にすばらしいことだと思いますが、まだかつての数字に戻っていませ

ん。ですから、もっともっと本来学校図書館があるべき人員をそろえていくということ

は必要なのだろうなと思いますので、引き続きそれを教育委員会に要望していくしかな

いんですけれども、これだけすばらしい総合図書館を寒川町は持っているわけでありま

すから、どうやってそこと子どもたちがリンクをつけていくのかという、そのつなぎの

ところが非常に総合図書館の、施策というのでしょうか、動きの中では大きなポイント

になってくるんだろうと思っています。 

 自分なんかもそうなんですけれど、小中学校のときはむしろ読書嫌いの子どもを生ん

でいたんじゃないのかと、私個人ですよ、自分の成育歴の中でいうと。読書感想文の義

務化というのが一番よくないですね。あれでもう 2度と読むものかと。夏休みこき使わ

れるんじゃないか、必死になって書いて。読書ぐらい、これは偏見かもしれないけれど、

だから、その子のパーソナリティーに合って読書づくりにどうやって持っていくかとい

う、裾野を広げていくのか、そういう意味ではこの財産はまことにすばらしい財産です

ので、今まで県で表彰されるなりのことは私はやっていると思いますので、ぜひ夏休み

にスタンプを押してと、小学生の取り組みがありますよね。あれですとか、昨年度は子

ども司書でしたっけ。ああいう画期的な、あまり集まっていなかったんだけれど、あん

なのは中学生にぜひ、集まらないんだけど、1人でも 2人でも。私も現場に行きました

から、ばんばんやりますので、言っていただきたいんですけど、何かのきっかけなんで

すよ。自分も高校、大学ですから、本を読むようになったのは。はっきり言って図書館

派じゃありません。買って読みます。何かのときにまた読みたいから。ただ、図書館派

がいてもいいと思いますよね。そういう意味においては、ぜひ、これまでやってこられ

た図書館の積極的な事業はぜひ継続していただきたいと同時に、すばらしい企業さんだ

と思うので、もっと斬新な、学校と連携して子どもを引きつけるような事業を展開して、

学校側としてはどんどんやりますので、ぜひボールを投げていただきたいなと思いま
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す。これはご要望で。 

 

【総合図書館長】今私ども 4月から来まして見ているんですけども、3階の勉強ルーム

というのですか、勉強部屋があるんですよ。中高生の方がよく利用されるんですけども、

せっかくこんなに立派な図書館があるのに、そこで勉強して帰ってしまう。せっかく本

がそばにあるのに、なかなか読まれないというのがあると思うので、私どもとしまして

は、勉強をしたついでにある特定のコーナーに行くと中高生の方が飛びつきそうな本を

集められて、それを利用してもらうようなコーナーができないかどうかと今考えている

最中でございます。 

 中高生、今までですと、ご高齢の方とか、小さいお子さんがメインの利用者だったん

ですけども、やはりこの中高生ですとか、大人の利用者、ビジネスマンとか、そういう

方もそうなんですけれども、そういった幅広い層にもっと使ってもらえるような図書館

にしていきたいというのが私どものやりたいことであります。 

 

【委員】付随しての質問ですけど、図書館を引き継いだばかりなので、明確な方針とい

うのはないのかもしれませんけれども、どの層に、非読率というのは、読書をしない人

たちというのは高齢になればなるほど実は高くなっている傾向にもあるわけですよね。

小学校はちょっと高くなりつつあって、困ったという話がある。中学生、高校生だとも

っと悪いわけですから。どこにフォーカスをするのかということ、あるいは昼間行くと、

子どもは当然いないわけですが、結構シニアがいるので、新聞だけを充実させるのか、

いろんなフォーカスの仕方があろうかと思いますけど、今思っておられるようなことで

何かありますか。 

 

【総合図書館長】どこにスポットを当てるというよりも、どなたでも居場所になれるよ

うな図書館、本を読むだけでもいいんですけれども、それ以外にも何かその方が図書館

にいて何か得られるとか、発信できるとか、そういった居場所ができればと考えており

ます。スポットという言い方、今まで使われてこなかった方を取り込みたいというのは、

今も述べたんですけども、そういった形で進ませていただければと思っております。 

 

【委員】今発信という言葉を使われましたけど、どんな意味を持っています？ 

 

【総合図書館長】そうですね、例えば、情報というのは単に受け取るだけじゃなく、自

分の中で消化させて、それからまた情報を出していく、生み出していくというのが情報

の使われ方だと思いますね。ですから、図書館の本を使われて何か研究をされている方

もいらっしゃいますし、いろんな創作物というのですか、絵画とか描かれたりとか、音

楽とか、そういったものを参考にされて、資料を使われている、ＣＤとかＤＶＤもござ

いますので、そういったものを使われて、自分でもこういったものがつくれますとか、

自分はこういったものをまとめてこういったことを考えましたというのが発表できる

というのですか、展示したりとか、そういったものがつくれればいいなと、それも１つ

の、いろいろな方の居場所というのですか、使える場になるのではないかと考えており

ます。 

 

【副議長】先ほどの学習室で学習する子どもたちがそのまま帰ってしまうのというのと

同じようなことなんですけれども、今まで、これからなさるかどうかわからないのです

が、すごく画期的なものとして図書館を使ったコンサートというのをなさっていた。1

階か 2階かはよくわからないが、それはとても図書館に親しむという意味ではいいなと

思ったのですが、もう夜終わるのが 7時ごろ、聞いてそのまま帰ってしまう。もったい

ないんですね。私は昼間できたらいいかなと思うんですけれども。 

 

【総合図書館長】これまでライブ・イン・ライブラリーという演奏会ですか、あと、劇

も何か図書館のカウンターの前でやったようなことがあったみたいなんです。ただ、図

書館の利用者、普通に利用したいという方がいらっしゃいますので、図書館を 5時に閉
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館して、その後にやるみたいなことが多かったんですね。それなので、夜というパター

ンが多かったんですけども、もうちょっと隔離できるというんですか、もうちょっと単

独でできるような場所があれば、時間的には考えたいと。やはり音が聞こえるとうるさ

いという利用者の方もいらっしゃいますので、わりと調整が難しい。 

 

【副議長】3階の庭ですか。あんなところも使えたらすごくいいと思うんですけれども。 

 

【総合図書館長】ちょっと考えてみます。ただ、外に出ますと、今度は近所の方がとい

うこともありますので。 

 

【委員】図書館の使命からすれば、入館者を多くして貸し出しする本、1人当たりの、

それをアップさせるというのがもう喫緊の大命題だと思うんですね。たまたま今はいい

ポジショニングもありますけれども、いつ逆転するかわからないし、寒川町以外の人の

借りているケースが非常に多いという状況からすれば、寒川町民が読書に親しむという

のを数字でどうこの 5 年間出せるかが指定管理者としての腕の見せどころだろうと思

うんですね。そういう面からしてもぜひ選書の問題とか、あるいはどうやって使っても

らうのか、この辺のところをぜひ頑張っていただければなと思っています。 

 

【総合図書館長】今の図書館の利用の計画からといいますと、貸出件数というのは重視

しないと。もし貸出件数を増やしたかったら、複本というのですか、ベストセラーをだ

ーっと並べて貸せば、貸出件数というのは飛躍的に伸びるわけです。ただ、図書館とし

てはそれだとほかの本が買えない。図書館でしか買わないような本、図書館に行けばあ

るような本を買えなくなってしまうということで、ほとんど副本を多数買うという図書

館はだんだん少なくなってきています。ですから、ほかの魅力で図書館に人を呼ばなき

ゃいけないということで、今のコンサートもありますし、いろんなイベントというか、

展示、そういったもので人を呼び込んでいくというのを考えていきたいと思っておりま

す。 

 

【委員】その話はちょっと異論があるんですけども、図書館本来はやはり本がどうそれ

にかかわる、本にかかわってくる人を増やすという使命がある中で、学習机を置いてみ

たり、はたまた音楽をやって、映画をやってみたりというのは本来あるべきものじゃな

かったはずなんですね。それはやはり人寄せパンダで使おうとしているから、そうなっ

たのではないかという歴史的な動きがあります。ですから、やはり本離れをしていると

いうのは、面白い本が図書館にないからという側面もあるかもしれませんし、本来ある

べき姿にもう一度見直してもらいたい。ＴＲＣさんは、それのプロだと私は思っており

ます。そういう面で期待していますと申し上げたのであって、人さえ入って、あそこに

素通りすればいい、1つインクリ(増加)されていくと、出てくるときにまた 1つインク

リ(増加)されるという、それだけでは全然おもしろくないんですよね。 

 

【総合図書館長】そうですね、私どもとしましても、ただイベントをやって人を寄せれ

ばいいと思ってはいなくて、むしろ音楽をやるなら音楽関係の本も一緒に借りてほしい

と。映画をやるなら、その映画の関係の本を並べて、それも一緒に借りてほしいと。本

を関連づけたイベントを中心に進めていきたいというのが私の考えであります。 

 

【委員】図書館のお話ばかりになっていますが、公民館もぜひ予算どり等して、そこで

自主事業等、あるいはほかの施設にあるようなものをどう盛り上げさせていくかという

意味での予算どりに関しましては、ぜひ弾力的に、今年度はもう勝負あったのかもしれ

ませんけど、来年度以降どうするかというのはやはり今年度がいい助走期間ではないか

なと思います。いろんな面でまたこちらも相談をさせていただければなと思っていま

す。よろしくお願いします。 

 

【委員】昨日町民センターで湘南寒川ＩＲＯＩＲＯ歌おう会というのを午前中に開催し
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たら、視聴覚室に入ったら、ちょうどこの絨毯の継ぎ目のところがぼろぼろしていて、

ひっかかったら困るなと思ってすぐにお伝えしたら、ほんとに係の人がすっ飛んでき

て、きれいにとって、古いテープもはがして、きれいにすぐ、修繕までいかないですね、

何かとても動きがよくて、町民センターのところ、とにかく今きれいですよね。入った

ら明るくてきれいな町民センターになっているので、それこそ皆さん来た人が「明るい

ですね」と言ってびっくりしていました。どうぞこれからもよろしくお願いします。 

 

【教育長】図書館も公民館も新規事業、我々がわくわくするようなものがたくさんあり

ます。ですから、これから少しずつ皆さんにお伝えしていくと思いますので、楽しみに、

私も待っています。 

 

 

(2)平成 29年度社会教育関係団体補助金等交付について（資料 6）  

・資料 6について事務局から説明  

 

【委員】この補助金は必要不可欠なものなのでしょうか。つまり、補助金を出す以上、

どういったものに使われて、どういった成果が出たのかというのは教育委員会として報

告は受けているのかどうかを伺いたい。 

 

【事務局】毎年事業報告書という形で補助金の報告は受けております。 

 

【委員】事業報告で、この金額はどんなものに使われているというものはわかっている

わけですね。 

 

【事務局】はい、わかっております。 

 

【委員】人件費に使われているとか、そういうことではないんですね。 

 

【事務局】基本的には町の補助金につきましては、事業費に対する補助金ということに

なっておりますので、運営費に係る部分の補助ではございません。 

 

【委員】そうすると、どういった内容でどういった成果が出たかという報告書は我々は

見ることはできるということで解釈していいでしょうか。 

 

【事務局】はい、可能でございます。 

 

 

(3)平成 28年度 2～ 3月分事業実績・平成 29年度 4～ 6月事業予定  

（資料 7・ 8・ 9・ 10）  

・資料 7・ 8・ 9・ 10について事務局及び指定管理者から説明  

 

【教育長】このカレンダーを見てわかるように、町民センターとか、公民館等は休館日

が月１日ですよね。年間で五十何日間、町民がそれだけ活用、利用できるということで

すごいことですね。 

 

【議長】すごい助かりますよね。 

 

【教育長】あと、皆さんから強い要望のあった、いわゆる町民活動コーナーは、今の展

示コーナーのところを。また、新たに、コピー機もロビーに設置してあります。 

 

【委員】外に出ていますよね。 
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【教育長】私は「町民を信じて外に出してください」と言って出してもらった。安い料

金で自由に使える。コピーは、ただではないので、自己申請でしっかりと事務室へお金

を納めるということにしてあります。また活動コーナーには印刷機等をお願いしてあり

ます。 

 

【町民センター館長】はい。今準備して進めているところでございますので。 

 

【教育長】ということで、すごく利用しやすくなると思います。 

 

【議長】そうですよね。すごいですよね。図書館は毎週月曜日はお休みなんですよね。 

 

【総合図書館長】はい、そうです。 

 

【委員】公民館の 3館ある中で、いろんな講座をやっていただくのは大変結構で、ぜひ

進めていただきたいなと思うんですが、やはりどこにフォーカスするかという点で、こ

こで出てくるのはほとんどが小さな、若い子どもたち向けが多いじゃないですか。だけ

ど、町民の 3割はもうシニアという現状からすれば、フォーカスを少し高寄りしてもい

いんじゃないかなというようにも思えるわけです。これは図書館の当初の本もそうだと

思うんですが、そういう中でほかの市町村に学ぶという意味で、最近何かどういうわけ

か麻雀が多くなっているんだそうですね。しかも、これは聞いた話で、実態を見たわけ

じゃないんですが、機械で積んでいくんじゃなくて、自分の手で積むということで神経

痛等が何かならないとか、認知症予防とか、直接的な表現もあるんですが、そんなよう

にして皆さん集まって楽しまれているということであるんですが、センターの分室では

そういうものを今試験的に行われているやに聞いておりますが、やはりそういったもの

をよければ、ニーズがあれば広げていくようなことも考えてもいいんじゃないかなと思

えましたけど、ぜひこれも検討いただければと。 

 

【委員】今分室で麻雀という話が出たんですけれど、寒川小学校の特別支援学級が隣接

していますよね。その時間帯、夜ですよね。 

 

【町民センター館長】そうですね。分室のほうは夜まで貸館になっておりますので。 

 

【委員】昼間から麻雀ということはないですよね。 

 

【委員】土日ですよ。 

 

 

9．その他  

・平成 29度  寒川町社会教育委員会議等日程について（資料 11・ 12）  

 資料 11・ 12により説明。  

・今後の会議開催予定について   

  原則資料 11の会議日程にて開催することでおおむね承認。第 1回図書

館部会については、再度日程調整。  

・ 6/16（金）県社会教育委員連絡協議会総会参加者の選出依頼  

    平本議長、三澤副議長、宇條委員出席予定  

・研修会等参加報告書について  

 様式についてはおおむね了承。参加者の欄を追加する。  

 対象の研修等については、総会、研修会、地区研究会、公民館大会。 

  原則代表者1名が提出する。 
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 ・寒川町公共施設等総合管理計画について(資料13) 

  資料13について施設再編課から説明 

 

【委員】これはこの会議で説明された趣旨がわからないんです。公民館とか、図書館等

も入っているよというだけなのですか。それとも、こういう計画があることはこの社会

教育委員会議で議論した上で納得されたというものにもっていこうとしているのかど

うか、そこをお伺いします。ただ説明だけなのか？ 

 

【施設再編課】そうです。総合管理計画を 3月に策定させていただきまして、町民説明

会等出させていただきました。ご出席いただいた方もいらっしゃいますが、まだまだ認

知不足というところは正直感じております。ですので、町に関係する団体様のところに

お邪魔しまして、機会のあるごとに説明させていただきまして、対応をご理解いただけ

ればというところで説明させていただいているところでございます。 

 

【委員】今回この内部と外部の策定委員会の計画というのは全然違ったところがありま

すよね。この外部というのはまさに選ばれた人、手を挙げた人がつくった、それを正副

の委員長がバイアスをかけて町長に報告書を出した、というように思っているのです

が、それに対して内部というのはあくまでも役場の中でつくったということか。 

 

【施設再編課】そうですね。構成員自体が、外部はあくまでも外部でありまして、公募

の町民の方ですとか、大学の先生ですとか、そういった外部の方に構成していただいて、

議論していただきました。 

 

【委員】ちなみに外部策定委員会の会長というのはどなたになりますか。 

 

【施設再編課】今回配付しています一番厚い資料の後ろから 4 枚目。（仮称）寒川町公

共施設等総合管理計画外部策定委員会委員名簿です。こちらをご覧頂いて。 

 

【委員】先ほどの説明で正副の会長が町長に対して答申をしたというお話がありました

よね。この中の正副の会長というのはどなたですか。 

 

【施設再編課】会長は真ん中あたり、山﨑俊裕先生、東海大学の建築の先生ですね。副

が下から 3つ目、髙橋伸隆さん、社協の会長です。 

 

【委員】わかりました。ありがとうございます。 

 

【施設再編課】説明途中だったんですけど、内部はあくまでも内部、役場内の職員とい

う形で検討させていただいているところです。 

 

【委員】ぜひ現状施設はなるべくキープしながら、どういうふうにするか。何を言って

いるかというと、サービスの質はもちろん、量も含めて落とさないということが大前提

にあるわけですから、そこをお金だけで、22億ということだけでいいとか、悪いとか、

削るとか、増やすとか、そういう四則計算みたいなことをしないほうがいいと私は思っ

ています。要は知恵がないから、こういうことをやるんです。 

 22 億のマイナスというのはあくまでもＰＬ上でマイナスだけであって、どうとでも

なる数字ですよね、こんなもの。経営上は全然問題ないですよ、これ。町とか、国の経

常収支というのは全く問題ないですよね。必ず税収があるんだから。税収が減るか、減

らないか、常にあるじゃないですか。企業と違うのは、収入がぴたっととまるか、とま

らないかというとんでもないことが起こるけど、町の 22 億円というのは、ただ単純に

その先からずっと税収が細るかもしれないけど、ある、現実。ということからすると、

そんなに大きな問題というのはないようにも思える。 

 ただ、こういう傾向にあるという警鐘を鳴らしたという件については初めての試みで
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あり、敬意を表したいなと思うけれども、この中で建物とか、見えるものの圧縮だけ行

っていますけども、実際のところ、町民が減ろうとしている、いろんな施策を打って何

とか維持をしよう、あるいは増やそうという計画があるけど、これはとんでもない計画

で、あまりにも世間知らずだと思いますね。むしろ減るんだから、役場の人間をどう減

らすかというところがこの中に１つもない。ここに大きな問題があるんです。だから、

役場の今の人件費 30億以上払っても、毎年 10％減らしたら、ここで約 30年で 60億か

ら 90億とれるんですよ。22億なんて簡単に解消できるということも議論の中に入れて

いただきたいなと常々思っておりました。いい機会なので、申し上げておきます。 

 要は自分たちの城は守って、ほかを何とかしようという、僕に言わせると、私も経営

者の端くれだったので、やってはいけないことをやっているんです。民間企業でもやら

ないです、こんなことは。町だったら税収は安定しているんです。細るかもしれないけ

ど、安定しているんです。そういう中でこういう計画というのは何なんだろうと思いま

すし、内部と外部が真逆なことを進言しているというのも何なんだろう、これ。思いま

すね。だから、正副の会長の名前を聞いたのはそういうことです。ぜひこれはよくよく

検討していただけたらありがたいなと思います。 

 

【施設再編課】貴重なご意見ありがとうございました。 

 ご説明の中でも最初に前提条件として将来の人口減少という部分で、それに伴って税

収が落ちていくだろうということを説明させていただいております。寒川町の税収の構

成としまして、法人税に依存している部分も多分にございます。法人町民税ですとか、

法人に依存した固定資産税、こういったものがございまして、こちらにつきましては景

気に左右される部分が大きいのかなというところがございます。それがまるっきりゼロ

になるということは当然ございませんが、それにしましても、毎年毎年で波があるとい

うことも現実でございます。そこの部分は 1点ご理解いただきたいと思っております。 

 また、公共施設、確かに委員おっしゃるとおり、必要だから、ある施設でございます。 

 現状も必要だから配置されているというところは重々承知してございます。それを長

いスパンで見たとき、将来の人口構成、人口を鑑みて最適なサイズでとか、配置状況、

こういったものも更新する際には当然考えていかなければならないかと考えてござい

ますので、どうしても長い計画になりますので、今ここで決めたことが将来 40 年間ず

っとコンクリートで動かないかと言えば、そうではございませんので、それぞれ時々の

社会情勢とか、もちろん税収、人口の構成、そういったものも見ていきながら、適宜見

直しを図っていくというところでございますし、今後の再編計画策定についても町民の

皆様方からもいろいろなご意見賜りたいと思っておりますので、ご理解いただければと

思います。よろしくお願いいたします。 

 

【委員】この計画はあくまでも計画ですよね。要するに、示したというだけですよね。 

 

【施設再編課】今後の公共施設の基本的な方向性をお示ししたということです。 

 

【委員】あのとき説明したから、進んでいるぞとは言わないですよね。 

 

【施設再編課】この計画策定の前提条件がこういう状況で想定していますというところ

から、この条件のままで行けば、こういう基本的な方向で行きたいという計画でござい

ます。 

 

【委員】この中の計画でコミュニティーセンター、健康福祉総合センターというのが、

ほかのやつは何か真っ当ぽく見えるけど、これだけ何か潜り込ませているという強引さ

が見えるんですね、この計画。これを入れたいがために何か周りをオブラートに包んだ

ような雰囲気の計画というのは、これはあっという間に見抜けます。 

 例えば、温水プールなんて忽然と出てきて、プールを復活したいということを先ほど

多いというお話をされましたよね。どういう数字なのかと町民は全く知らされていませ

んよ。多いというお話、確かに多いんでしょうね、何かの資料では。それは町営プール
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があったらいいかと設問すれば、あったほうがいいと言うに決まっているじゃないです

か。そういう設問も含めて、こういう財政事情があって、この文言を使っていただくと、

22 億円の資金不足が起こりますけれども、町営プール、あなたは欲しいですかという

質問をされたのかどうかというところもあって、なかなかそのまんま額面どおりにとれ

ないところもあるかもしれないなと思いました。 

 そんなこともあって、これはすぐそのまんま進むことではないですよねという質問だ

ったんです。 

 

【施設再編課】町営プールと、あと、健康福祉総合センター建設予定地の複合化施設、

この 2点につきましては、今回総合管理計画を策定するときにあわせて個別の検討課題

として検討するようにという形でいただいておりました。 

 町営プールにつきましては、町民の方から署名をいただいているというところもござ

いまして、特に一番多いのは小学生の方ですね。今まで町営プール、夏場に床面が隆起

してというところで休止していたというところでございます。そこに対してのやはり再

開を望む声が多かったというところでございまして、休止している町営プールもそのま

まにしておくわけには当然いきませんので、お金をかけて取り壊すほうがいいのか、そ

れとも同じぐらいのお金がかかるんだったら、できる限りのところで修理をして再開に

向けたほうがいいのかという内部の検討も重ねていったところで、最終的には多少規模

が縮小するような形になるやもしれませんが、町営プールについては修理をして再開と

いうふうにさせていただいてございます。 

 

【委員】修理をして再開？ 

 

【施設再編課】はい。 

 

【副議長】ここが。すごく気になるんですけど。町民の方々からの要望が多いというと、

今、先ほど署名が出たというところで、もうそれだけで要望が多いと判断なさったんで

すか。小学生が多いですねとおっしゃったんですよね。小学生があればいいと思う、本

当に町の財政がどうなるのかというと、その維持管理費はどうなのかなんていうのは小

学生は考えないで、あればいいから、署名しますよね。だから、町の何割の方が本当に

欲しいとおっしゃったのかなと思っています。私たちの周りの人であまり欲しいと言っ

ている人いないものですので。この数字が、要望が多いというあいまいな表現の仕方で

再開しますというのがちょっと腑に落ちない。 

 

【委員】実際アンケートは数千存在する。 

 

【副議長】署名を頼まれた方が見ましたら、高齢者が多かったということなんですね。

高齢者は内容を聞かないで、今町がどうなのかということも知らない方が多い。説明さ

れないで、ただプールつくりたい、欲しい、それだけで、じゃ、孫のために、そういう

感じなんだと思います。その辺の実情をよくわかった上でのこの数値ではないと、これ

で果たしてそれだけ判断しちゃっていいのかなということがありますね。 

 

【施設再編課】あとは、一方で、先ほど言った取り壊し費用がかかる。その費用をかけ

て何もなくすということでいいのかということと、同じぐらいの費用をかけて修理をす

ればまた再開ができるのか、そのあたりの費用面を考えたということも他方ではありま

すので。そこのあたりも考えております。 

 

【副議長】署名のときにその数値を皆さんに提示してこうなりますということはなさら

なかったんでしょうか。 

 

【施設再編課】すいません、その署名運動自体は町でやっておりませんので、内容とし

てはどういう説明をされて署名を募ったのかというところは正直わかりません。結果的
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に多くの署名が集まって、それが町民の声だというふうに言われる方がいるわけです。 

 

【委員】それをこの大切なんだからと結びつけるのはほんとは違うんじゃないの？ そ

れとは別だよね、本当は。それを同じにしているから、ちぐはぐなところで、片方はそ

ういうことを説明した後にと、片方は説明したら、みんな嫌だという、何か違うふうに

なるんじゃないの？ 私はそう思います。 

 

【委員】このテーマは、実は情報公開請求していまして、5月の連休明けには全て閲覧

いたします。ですから、もう少し公平というか、冷静に見る必要があるなと思いました

ので。もう了解のデータをいただいていますから、拝見してきます。ちょっと量が多い

そうです。 

 

【議長】去年から、プールは確かやめるとか言っていましたよね。突然、また再開とな

ったので、えーと思った。 

 

【委員】ある面でいったら、僕らの仲間内の話ですけどね。一丁上がりの世界をつんで

るんですよ。全て終わったら、すぐそれで、はい、よきにはからえというように、一丁

上がりで、その後は全然義務もせずというのは多い。これは仕方ないんだけどね。でも、

このまま進んで 22 億円ほんとに解消されるのかというのはわからないですよね。やっ

ていないから、わからないで、誰が責任をとるんだと言ったら、民間だったら社長は間

違いなく首飛びますよ。そういう厳しさというのが役場にもあるとは思うけども、ぜひ

そういうことを感じていって、やってほしいなと。ほんとに要望なんですよ。 

 

【議長】これだけほんと不足するというわりには、プール再開というのは寝耳に水みた

いな感じで、ふっと湧いたように感じちゃうんですよね。 

 

【委員】あくまでもＰＬ上ですからね。バランスシートでいったら、これからの予定財

源というのはもう限りなくすごい金額になるわけですよ。もう 1、2、3いっぱいという、

そんな考え方ができるのか、民間では絶対できない。 

簡単に文句言っているけど、この計画を作るのは大変だったと思います。 

 

【委員】一応目を通させていただきました。確かに今世間で言われているように、箱物

はスクラップ＆ビルドで、お金がかかったり、いろんな、総体的にだめになっている部

分が多いのはよくわかりました。 

 ただ、私が直感的に感じたのは、藤沢とか、茅ヶ崎を比べたときに寒川はどこに向か

っているんだろうかと。たまたま先日朝日新聞で寒川町をＰＲする人を募集していると

いうのが載りました。「来たれ我が街へ！」と、寒川ＰＲプロ募集。これは文面の中で

すから、正しいかどうかわからないんですけれども、藤沢は文教関係に力を入れている、

茅ヶ崎は茅ヶ崎で別のことに力を入れている。寒川は何に力を入れているんだろうかと

いうと、例えば、この文面をひねってみますと、スーパーマーケットや食品センターは

周りにあるから、周りに行ってよと、寒川は住むだけでいいよと読めるような文面にな

っていました。これは朝日新聞なんですけども。 

 こういう 40年後、例えば、20年後なんかを見据えていろんなことをやっていったと

きに、寒川町がどこに向かって、ビジョンは何なのか、最終ゴールは何なのかというの

が見えにくい資料だったような気がします。ですから、寒川として人が 25％減る、そ

れは日本全国の人口が減るわけですから、しようがないとしても、減ったときに、では、

寒川がどんな町になっていたらいいのか。例えば、街路をもっときれいにして、ほんと

に住みやすくて、ベビーカーを押しながら、若い世代が子育てに専念できるような、あ

るいはコミュニティーもすばらしくて、人が人を呼んでくるような町にしたいのか、あ

るいはただ単にベッドタウンとして、家だけミニ開発してあればいいじゃないかという

だけなのか、それによって寒川のこれから浮き沈みの中に入るんじゃないかなと思いま

す。ですから、次に何かこういう資料ができたら、まず、ビジョンをはっきり見せてい
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ただけるような案を見てみたいなという気がしました。 

 それと、あと、建設的にちょっと気になったのは、白黒のこのＡ3 の 13 の資料の右

下なんですけど、「役場関係施設の構造を鉄骨造へ変更し」というのが書いてあったん

ですが、最初は、鉄筋コンクリート造りを希望していたのかなと感じました。それをコ

ストがちょっと下がる鉄骨造にしたのかなと。ただ、今公共施設は確かに地場産業を大

事にするとか、地産地消というのを非常に大事にしていますので、木造でもいいんじゃ

ないのかなと思います。木造のほうがメンテナンス簡単ですし、メンテナンスをすれば

鉄骨造と同じような耐用年数持てますので、そういった面から、ビジュアル的に特化し

たものをつくると、そういうことでも人を呼べるのかなと。鉄骨造だとどうしても周り

が窯業系のパネルを張るだとか、ＡＬＣを張るとか、決まりきったものになってしまう

ので、あまり見た目が美しくないんじゃないかなということで見させていただきまし

た。 

 そんな感じで直感的に思った次第です。そういうことからビジョンを見せていただき

たいなと思いました。 

 

【施設再編課】ありがとうございました。 

 今回お示ししたのが公共施設、建物に特化して、多少インフラも入っていますけど、

そういった建築物に特化した計画ということでありましたので、町の進むべき方向、今

おっしゃられたビジョンという部分では見えにくかったのかなと思っていますが、こち

らの総合管理計画につきましても、先ほど少しご説明しました上位計画である町の総合

計画がいわゆるビジョンになっていくのかというところでございまして、そちらと整合

を図って建物についても今後あわせて検討していくということでございますので、また

別の機会になろうかと思いますが、総合計画もまた今後新たなステップに進む予定で検

討をすると聞いておりますので、そこについてはまた改めてお示しできるのかなと考え

てございます。 

 公共施設の構造の部分、木造もということでご意見ありがたく頂戴しておきます。鉄

骨造というのは、簡単に言ってしまうと、耐震プレハブ化みたいなところもございます

ので、どういった手法が費用をかけずに、かつ長持ちできるのかといったところも考え

て今後更新計画を考えていくのかなというところでございますので、木造化というのも

選択肢の 1つではあろうかと思いますので、ご意見をいただいて今後検討させていただ

ければと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

【委員】外部の人はお名前が出ているんですけれども、内部の人は、名前とか、担当部

署とかわからないのか。今東京都がよくやっていますよね、担当は誰なのか、ぐちゃぐ

ちゃやっていたりすると。これの作成はどこの誰のどういう係の人がやっているのかと

か。 

 

【施設再編課】冊子の一番後ろから 3.5ページ分になりますが、内部委員会の設置要綱

がありまして、職名が記載されております。 

 

【委員】職名しかないので。 

 

【施設再編課】人事異動があった場合にも変わった人がそのポストに就けるようにとい

うことで要綱上はその職指定という形で示させていただきまして、このような表記にな

っています。 

 

【委員】例えば、関根さんはこの役職ではどちらにあたるのですか。 

 

【施設再編課】私は昨年度まで総務課の中の管財担当というところで、主幹ということ

でやらせていただいていましたので、総合管理計画、実務でやっております。事務局で

すね。内部、外部含めて事務局として携わらせていただいています。 
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【委員】肝心の名前が、どこの人なのかなというのが、ちょっとあったほうが問い合わ

せとか、その時にこの人たちが作ったんだなと、それはそれでいいのかなと思ったりし

ました。それは年度で途中で見直しをするといったら、それはそれでいろいろどんどん

随時変わっていくんでしょうけれども、基本的にはこういう役職で内部に関しては名前

はないんですよね。 

 

【施設再編課】そうですね、公共施設に関係する部署の課長ですとかいうところが網羅

されているという状況です。 

 

【委員】課長と書いてありますから、ですから、一般企業でも表見代理人としての最高

位に属しますよね。だけど、多分これだけのものをこれだけの期間でまとめたとなると、

ほとんどの人がただ単純に相乗りしているだけですよ。数人がやっている。これではま

とまりきかないです。 

 

【委員】関根課長及び担当の皆さんの名誉のために言いますけど、私も内部委員でした。

結構な激論しました。私もがんがん言いましたので。ですから、「子どもと学校のため

でしょう。真剣に考えているんですか」とやりましたよ。ですけど、ほんとに丁寧な共

通理解、合意形成、関根課長の人柄もあるけど、町民、子どものために奔走しました。

ですから、杉﨑さんもそうなんですけど、それは彼らの名誉のために一応。 

 

【議長】ありがとうございます。 

 

【委員】ちなみに花山さん、何回ぐらいやったんですか。 

 

【委員】かなりやっていますよ。 

 

【施設再編課】内部は昨年１年間で 9回やりました。 

 

【委員】1回当たり何時間ぐらいですか。 

 

【施設再編課】1回当たり、長いときにはもう半日、午後の半日ずっと通しでやってい

たりとかしています。 

 

【委員】大体この辺のメンバー20人ぐらいが集まられたわけですか。 

 

【施設再編課】内部策定委員会としては 9回程度なんですけれど、その下に作業部会と

いって担当者レベルでやっているのがまた回数に数えない部分で行ってございます。 

 

【委員】広報に載ったその若い人たちがつくったというのはこのことですか。 

 

【委員】これとは別ですよね。 

 

【施設再編課】そうですね、昨年の 6月に、それがやはり一番反響が大きくて、事務局

側の思いとしては、策定している作業の途中段階、まだ何も確定じゃない段階でこうい

う検討をしていますという部分を皆さんにお知らせしようというところで出したのが

その若手の作業部会の検討結果というところなんですが、そこはかなり過激なところが

あったので、そこに対してはかなり、ハレーションといいますか、反響が大きかった部

分かなというところです。言葉は悪いんですが、そういったところで刺激が強かったの

で、いろんなご意見をいただいて、かえって 3月にはまとめることができたのかなとも

思っています。 

 

【委員】しかし、すごいね。作業部会の人たちがああやって出しているという仕掛けが、
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僕に言わせると、クレージーだと思うよ。全然コンプライアンスなっていないじゃない。

そう思わない？まったくおかしいと思うよ。若い衆というのはこの辺の課長さんクラス

のことを若い衆というのかなと思ったの。そうじゃないでしょう。もうまさにコンプラ

イアンスがないと、寒川町は。こんなところに税金を任せるなんてとんでもないことだ

よ。今回の会議と違うけど、そのぐらいひどいことだよね。町長以下、皆さんに説明し

まくって否定したよね。あれはあくまでもフライングですということで言っていたか

ら、それはおさまったんだけど。注意したほうがいいよな。 

 

【施設再編課】我々からするともう、それこそ 10 年ぐらいしか残りない行政の生活が

ありまして、若手はまだ将来がありますから、そういった部分では将来のことも真剣に

考えて出していただいている。 

 ただ、そこにはやはり若い意見だからこその危うさといいますか、確かに指摘される

ような課題等も残したままの発表になってしまったというところがございますので、そ

こは議論の途中経過をお知らせしたというところではあるんですが、一度公表すると、

それがある程度町の考え方だろうとどうしても捉えられてしまっているというところ

で、今までのいろんな計画の公表の仕方とは違う出し方をしていたというところがあり

ますので、皆様に誤解を与えてしまったのかなというところでひとつ反省はしていると

ころでございます。 

 

【委員】考えるきっかけにはなったよね。 

 

【委員】私が出したら問題ないけど、町という企業体が出したという自身が、もうこれ

はフライングでは済まされないことですよね。 

 

【委員】済んだんでしょう。 

 

【委員】結果として、皆さんおさめたんです。 

 関根さんはそのとき別の課にいて、あなたの責任じゃないとは思いますが。 

 

【施設再編課】私は事務局にいましたので、私の責任の一端はございますから、それは

真摯に。 

 

 

10．閉会    
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