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第４号様式（第８条関係） 

 

議 事 録 

会議名 平成 29年度第 2回寒川町社会教育委員会議  

開催日時  平成 29年 6月 23日（金）午後 1時 30分～ 3時 25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：三澤委員 (副議長 ) 宮﨑委員  鈴木委員  佐藤委員  宇條委員  

石黒委員  

欠席者：平本委員 (議長 ) 花山委員  田邊委員  杉山委員  

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  

傍聴者：１人  

議 題 

協議事項 (1)今後の協議予定（案）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 

(3)モニタリング評価の視点について 

報告事項 (1) 平成29年度4～5月事業実績・7～8月事業予定 

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  

   三澤副議長  

   大澤教育長  

 

3．議事録承認委員の指名について   鈴木委員・三澤副議長  

 

4．委員報告  

   ・ 6/16(金 )県社会教育委員連絡協議会総会  

   平本議長、三澤副議長、宇條委員出席  

   参考資料「寒川町社会教育委員研修会等参加報告書」により三澤副  

議長から報告。  

 

5. 部会開催報告（概要）  

   事務局から 5/24(水 )第 1回公民館部会、 6/9(金 )第 1回図書館部会の概

要について報告  

 

6．協議事項  

(1)今後の協議予定（案）について (資料 1) 

  事務局から資料 1により、 8月、 10月開催予定の全体会をなくし、代わ

りに各部会を 8月、10月に開催すること。全体会、各部会の今後の協議
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内容について提案。  

 

【委員】部会の日付ですが最初の予定どおりに例えば 8月ごろとか 10月ごろではなく、

できれば 8月 23日と 10月 27日というのは、一応全体会として予定を組んでいるので、

その日を有効に使っていただけたらいいなと思います。皆さん、調整でまたやるのです

か。 

 

【事務局】部会が 2つになりますので、できればどちらかの部会については、全体会を

予定した日程をベースにできればと思いますが、事務局の体制的な問題で、午前、午後

という開催であれば可能かもしれませんが、同時刻はちょっと厳しいのかなというとこ

ろがありますので、多少調整させていただく部分がでてくるのかなとは考えておりま

す。 

 

【副議長】いつごろまでにわかりますか。 

 

【委員】事務局は調整大変ですよね。 

 

【事務局】いずれにしても直前の決定ではなくて、できるだけ早い段階で年間の予定は

組ませていただきたいとは考えております。 

 

【委員】今の説明の中で、モニタリング評価の視点についてということで、次の 8月の

公民館、図書館部会でその話し合いをしてもらいたいという話があったんですけれど

も、この視点というのは、モニタリング票の項目そのものはもうこれは変えられないと

思いますので、見たときにどういう状態がゼロ地点といいますか、標準なところで、そ

れから劣っているか、劣っていないかという、そこの中間点の視点を定める会議になる

んですか。 

 

【事務局】次の(３)の協議事項にもかかわってくる部分なのですが、どちらかというと

今のモニタリング票というのが、町の施設全体の指定管理を行っている施設共通のもの

になっていますので、施設そのものの管理運営に関する項目がメインになっているとこ

ろがございます。 

 ただ、施設の目的とか内容に応じて、そのベースの部分は削除することはできないの

ですが、項目を追加することは可能ということになっていますので、社会教育施設とい

うことで、ソフト面のところの部分を、どういう視点でもうちょっと見ていったほうが

いいんじゃないかというところと、新たな項目について、部会のほうで話し合っていた

だければと考えております。 

 

【委員】足せるものがあれば足すという話ですか。 

 

【事務局】そうですね。 

 

【委員】どういう状態がほどよい部分かというのは、モニターのチェックする人の感性

といいますか、それでよいということですかね。 

 

【事務局】基本的にはそういうことになりますが、その辺の部分についても、部会でこ

ういう感じで見たほうがいいのではというご意見があればそこで話していただいても

構わないかと思います。 

 

【委員】はい。大体わかりました。 

 

【副議長】皆さん、いかがですか。モニタリングの視点ということなんですけど、今の

説明でわかりますか。 
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何か、予備授業が必要かななんて思うんですけど。初めてのことで、書類を見ればわ

かるということではないような感じがしたのですけど。 

 

【事務局】すいません。まず、この日程、要するに全体会を減らして、部会の回数を増

やすということでよろしいかという確認をお願いできればと思います。 

 

【副議長】いかがですか。全体会を減らして部会のほうを増やすことについて。 

（「異議なし」の声あり） 

 

【副議長】よろしいですか。それでは、先ほどの説明から今後、こちらの予定にしたが

って、全体会と部会を開催し、協議を進めていきたいと思います。どうぞよろしくお願

いいたします。 

 

 

(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）  

  事務局から全体会の回数を減らし、部会の回数を増やすことにより今

期のテーマについて今回を含め残り 2回の会議でまとめなければいけ

ないことから、事前に議長、副議長に相談し、時間的な制約と何もな

いところからではなかなか協議が進まないことから、指示により事務

局で提言（案）を資料 2として作成させていただいた旨と資料 2の内容

について説明。  

 

【副議長】それでは、このたたき台について皆さん、意見とか質問がございましたらお

願いします。まず、「提言にあたって」のところですが、いかがでしたか。 

 

【委員】正直、これを読んだときに、何について書いてあるかなとわからなかったんで

すけど、そういうことだったんですねと、やっと今わかりました。ついていないのが、

期待することで 3つ書かれていますけど、これのハウツーがどこかに書いてあるのかな

と思って探したんですけど、そのハウツーというのを、これから考えればいいんじゃな

いかな。例えば 2月までのあいだに。これはまあいいとして。そう思ったんですけど。 

 

【副議長】そうですね。各部会をやりながらでもいいですよね。 

 

【委員】とにかく部会の図書館部会と、公民館のが入るということですよね。だから 1

枚には収まりきれないなと思いながらも。 

 

【副議長】例えば 2枚になってもいいんです。ただ、簡潔に。 

 

【委員】ただ、ここに、何が欲しいかというと私たち、社会教育を具体的なことが欲し

いわけじゃないですか。難しく言葉で言ってもわからないというか、誰に向かって提言

するのかなと思うと、町民の、子供ではないんだろうけど、もうちょっと優しい言葉で

言ったら、みんなが手にしてくれたらいいなと思っているんですが。 

 

【副議長】そうしますと、具体的には今日の今日というわけにはいかないんですね。今

後の部会をしながら。 

 

【委員】部会をしながら、これは 2月にもう一度出すんですよね。 

 

【副議長】そうですね、組み入れるような形にすればよろしいですよね。2月のその時

点では完成していなければいけないんですか。 

 

【委員】完成してなきゃいけないんですよね。 
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【事務局】そうですね。2月にはまとめるかたちになります。 

 

【委員】大丈夫なのか。 

 

【副議長】ちょっとそれが心配になりますけどね。 

 

【委員】みんながやっているものを相互にあわせて。 

 

【委員】もう 1回部会で全体のやりとりをするか？ 

 

【委員】もうその日にはそれができているものを確認する作業になる。 

 

【委員】2月はね。 

 

【副議長】そうですね、最後はそんな感じになりますね。全体会がもう、本当にそれこ

そ少なくなってしまうものですから。じゃあ部会を減らすか？ 

 

【委員】いや、減らさないで。ぎりぎりで入れるか何かしないとまとまらないね。 

 

【副議長】自主的な話し合いをするか？ 

 

【委員】それとも部会のほうから出たのを事務局のほうが情報を入れてくれれば。 

 

【委員】全部事務局任せになってしまう。 

 

【委員】事務局任せになっちゃうといいかどうか。 

 

【副議長】ごめんなさい、何が事務局任せになっちゃうのか。 

 

【委員】部会の両方を知っているのは事務局になってしまう。そうすると事務局でまと

めることになってしまう。 

みんなで審議するというところまでもいかないですよね。全体会に出てこないので。

さっきの報告を口で聞いていても、うんうんと聞いていたんですけど、公民館はそうな

んだなと、自分が出た図書館部会についてはイメージがわかりますけどね。 

 

【副議長】そうすると最初に言った今後の予定が覆されるということなんですかね。 

 

【委員】例えばですよ、私、図書館の部会長をやらせてもらっているんですけど、図書

館の部会の中で話したものをまとめて、皆さんにメールを送って、それである程度承認

されたらそれを事務局に送る。ですからパソコンの中でやるか、あるいは部会を、図書

館部会の中で見聞きしたことをある程度書いて、皆さんに下見していただく。そういう

ことが現実的なんじゃないかと思いますが。 

 

【副議長】それでも可能ですか。 

 

【事務局】部会のほうで今、最初の協議事項で説明させていただいた中では、この今期

の審議内容に関する協議事項は予定していないんです。今言われているのは、部会の協

議事項の中に、今期の審議事項である指定管理者制度を活かした公民館・図書館のあり

方についてというのを入れて、各部会でこの最後の「今後の公民館・図書館に期待する

ことについて」というところを膨らませていただけるという話でよろしいんでしょう

か。 
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【副議長】そうですね。 

 

【委員】10分か 15分、最後のほうで時間をとってもらえれば。 

 

【事務局】じゃあ、部会の協議事項に加えて各部会でここを広げてもらうという形でよ

ろしいんですかね。 

 

【委員】そのほうが現実的かなと思うんですけれど。 

 

【事務局】それは可能だと思います。最終的にはこの前半の部分は残しつつ、後半を膨

らまして、最終的にまとめさせていただくという形でよろしいでしょうか。 

 

【副議長】はい。それで、先ほどの部会長が代表でまとめて、事務局にお願いするとい

うことでよろしいですか。でもそれだとちょっと違ってきてしまう。 

 

【委員】いや、でもここをまとめればいいんじゃないの。これはまあ、委員としてです

よ。これはまだ承認されてないですけど。 

今後の公民館・図書館に期待することのところを膨らませてあげれば。膨らませて提

言として 3回としてまとめればいいかなという気がするんです。時間もないので。 

 

【副議長】そういう形でよろしいと思いますか。 

 

【委員】そうするしかないよね。 

 

【教育長】先ほどどこに提言するのかという話がありましたが、これは、社会教育委員

会議として私に皆さんが提言するものなんです。それを受けて、教育委員会として今後

の施策に生かしていくもの、それから総合図書館とか、あるいは公民館の館長等にもこ

の提言を受けながらこちらで連携を深めていくとか、あるいは社会教育委員の皆さんに

ご協力していただく部分等ありますので、どんな言葉を使っても大丈夫です。どんな難

しい言葉を使っても。それは全部こちらで噛み砕いて生かしていきますので。遠慮しな

いでください。 

 

【副議長】教育委員会への提言なんですね。 

 

【教育長】そうです。町民でなくて私です。これまでも全てそうです。ですから私は意

見を言っちゃいけないんです。自分で意見を言って、それを提言にするのはおかしいん

です。だから私、本当はこの会に出ないんですよ。私になってからこの会に出ているん

ですけれども、今まではずっと挨拶したらあとは任せて、自席に行くんですけど、私は

のこのこ残っているんですけれども、大丈夫ですよね残っていても。 

 

【副議長】はい。 

 

【事務局】すみません、よろしいでしょうか。先ほど、各部会で部会長にまとめていた

だくというお話が出たかと思うんですが、部会長のご負担にもなってしまうので、8月

と 10 月の部会の中で、その各部会でまとめ上げていただくという形をとらせていただ

ければと思いますのでよろしくお願いします。 

 

【副議長】はい。それではそのように部会でまとめるということでお願いします。 
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(3)モニタリング評価の視点について (資料 3) 

  事務局から資料 3説明、欠席委員の意見紹介。  

 《欠席委員からの意見》 

 モニタリング項目の中で事業運営の項目に次のような文言を入れたらどうか。 

1.館長（副館長を含む）は、職員の日報を日常業務に反映しているか。 

2.指定管理後に現場を鑑みて、他市町村の事例や先を見た事業展開のアイデアの蓄積

をしているか。 

3.利用者の会等との連携は十分か。 

4.新事業展開の為のスキル及び財源を確保しているか。 

5.住民サービス向上に向けた事業の評価指標は適正か。また、成果目標があるか。 

 

【副議長】ただいまの説明についてご意見ありませんでしょうか。 

 

【委員】私は個人的にこの「利用者アンケート調査を実施し」というところが、どのよ

うな利用者のアンケートが実施されるのかなというところです。図書館だと小さい子か

ら大人まであるので、子供にもアンケート、中学生にもアンケートが欲しいなと思った

りもするし、大人は大人だろうなと思って、どういうアンケートを考えているのかなと

いうところがちょっと気になります。 

 

【事務局】ここの部分は、利用者アンケートはあくまで指定管理者の方がこういう利用

者アンケートを実施して、ニーズ等の把握に努めているかという部分なので、教育委員

会でつくるわけではないので、もし指定管理者の方たちで今考えているものがあればと

いうところでお話しいただければと思うんですが。 

 

【町民センター館長】公民館に関しましては、主にアンケートにお答えいただくのは、

日々公民館を使っていらっしゃる利用者の方になろうかと思います。各サークルさんに

協力いただきまして、公民館の使い勝手に対するご意見ですとか、あとは公民館の事業、

それから公民館の職員の対応、そのようなことをアンケートでお聞きできればというふ

うに考えております。 

 

【総合図書館長】図書館のほうなんですが、図書館では通常、ご意見箱という形で、ア

ンケートではないんですけれども、ご自由に意見を書いていただいて投書していただく

という制度をもっております。また、イベント関係で展示関係のための別のアンケート

ボックスみたいなものを置いて意見を聞いているというのが、日常やっております。 

 ただ、このモニタリングで、業者アンケート、別の方式で期間を決めて質問事項を決

めてするということでしたら、こちらで実施させていただきます。 

 

【副議長】また部会ごとに、新しい、こういうことをアンケートで聞いてくださいって

いう、私たちの要望を聞いてくださるんですよね。 

 

【委員】全部この 9月にやるわけではないのか。モニタリングは 9月にやるんですよね。 

 

【副議長】9月にやります。 

 

【委員】アンケートを新たにやるのであれば、スケジュール的にもう 7月なのでどうな

のか。 

 

【委員】8月にはできてないと。 

 

【副議長】これは、前回の部会の資料にもありましたよね。 

 

【委員】だから、時期があるのか、どういう内容なのか。というのが質問です。 
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【副議長】今のご説明でよろしいですか。 

 

【委員】私はできればもし、こういうのを重ねていくのだったら、定期的に例えばこの

ひと月を 15 日間やってしまって、そこに無記名でもいいだろうし、利用者の代表者に

やってもらうやり方なのか、そうでないと来年度とか、2回目の集計のときに生かせな

いんじゃないかなと思うのです。年に 2回やるということですよね。私が勝手に思って

いるんですけど。モニタリングの前にやるわけですよね。モニタリングが、ほかの事業

の書類等については何もないんですけど、業者さんに意見を聞くっていうと、アンケー

トぐらいしか方法がないのかなと思ったので。 

 

【町民センター館長】多分、例えば 1カ月間という期間を定めまして、その間に調査票

をお配りして回答していただくというような形で、期間を定めてやるような形になろう

かとは思います。 

 

【副議長】年に何回とかはまだ決めていないんですか。 

 

【町民センター館長】通例ですと、こちらでは、1回と考えてはおりました。 

 

【委員】なるべく聞いてほしい。友達にも聞いていますけど、初めてのことなので、で

きれば皆さんの意見を収集する機会があればいいなと思っています。なかなか集まり具

合は悪いとは思いますけれどもね。 

 部会でアンケート項目の内容とかをやるのかなと思ったけれどもタイムスケジュー

ル的には間に合わないですよね。アンケートを8月にやるにしても9月にやるにしても。

だから、アンケートはもうやっているのかなとか思いながら、いつの時期にやるのかな

と思いあわせて質問した。 

 

【副議長】まだこれからですよね。 

 

【町民センター館長】はい、そうです。 

 

【副議長】だから 9月には間に合わないですね。 

 

【委員】もし 9月にやるのであれば、トライアル期間として 8月の頭だったら 9月まで

の間で、9 月の終わりのほうでモニタリングをやれば、一応、1 ヶ月間ぐらい母数はと

れるんですけど。もしうまくいかなければトライアルという期間でご提示をいただい

て、8月の部会のときに見させていただくというのは可能かもしれません。 

 

【事務局】よろしいですか。この項目ですが、3枚目にモニタリング項目の説明という

ことが書いてあるのですが、最後のページで、下のほうに「利用者アンケート」の項目

で「利用者アンケート調査を実施し、利用満足度やニーズ等の把握に努めている」とい

うのは、確かに皆さん言われているとおり、年 1回大きな利用者ニーズを把握する利用

者アンケートを実施するというのもありますが、日常的に、先ほど言われた意見箱とか、

利用者さんへの聞き取りもそうですし、そういったものでニーズを把握しているかとい

うようなモニタリング項目になりますので、9月のモニタリングまでに 1回大きなアン

ケート調査をしてまとめた結果を出さなくてはいけないという項目ではありません。 

 

【副議長】アンケートをとっているか、利用者の声を聞いているかどうか、ですね。と

いうことなんだそうです。 

 

【委員】マルか、バツかしかないんじゃない。 

 

【委員】聞いてませんと言ったらバツ。そういうことなんですね。 
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【副議長】ほかにございませんでしょうか。 

 

【委員】先ほど公民館部会のほうの意見でいろいろ事業面に関して随分細かな話がされ

て、5項目ぐらい出ていたんですけれども、私は図書館部会のほうを見ていますので、

図書館のほうで先ほどの 5項目みたいなことをやると、要するに台所が結構はっきり出

てこないと見えない部分があると思うんですね。それは、企業さんのノウハウもあるし、

見せられない部分もあるし、黒塗りで出てくる資料もあるんじゃないかなと思うんです

けれども、私が図書館部会のほうでチェックさせていただく事業運営として、もしこの

ほかにことを出すのであれば、自主点検報告書みたいなものですね。ですから、自分た

ちが考えていた目標に対して、ここまでの達成率。このまま行ったら予測的には年末、

あるいは年度末には 100％になります、みたいな、そういうのを見られれば私はいいか

なと思います。 

 あまり内部の細部の、細かなものを見ても、当然、私たちは素人ですし、わかりませ

んので、目標対効果が、表か何かでわかれば、達成率。目標達成率プラス推定年度末達

成率、みたいなものがわかればいいかなという。ですから、それは図書館のほうで考え

ていたいろいろな計画がございますよね。継続目標と新規目標。それに対してどの程度、

いろいろな投資をしたにもかかわらず、これはうまくいかなかったとか、ちょっと投資

したらすごく効果があったとかっていうのは、投資対効果の中で、費用は別に書かなく

ていいと思うんですけど、達成率みたいな感じで出せればいいかなというふうに私は思

います。 

 

【総合図書館長】効果というのは、やはり、来場者がこれだけ、何％アップしたとかい

うことか。 

 

【委員】だから自主点検結果報告書みたいなもので、そちらで判断していただいて、私

はとてもよくできました。80％。いや、だめだった、30％というような感じで出してい

ただければ、何かコメントのしようがあるんですけど、ただ単にこう出されても、正直

我々はわからない。素人ですので。ある程度。その事業内容に対しては素人です。と思

いました。 

 

【副議長】ほかにございませんか。先ほどの公民館のほうの意見でいかがですか。 

 

【委員】ちょっと早過ぎて 3つしかわからなかった。 

 

【副議長】ちょっとわかりにくかったですね。 

 

【委員】5項目あるって言われましたよね。 

 

【副議長】もう一度読んでいただいてよろしいですか。 

 

【事務局】はい。今、話し合っていただいていますが、あくまで指定管理者の方と協議

した上で、最終的に項目となるかどうかということですので、あくまでここで言ってい

ただいたものが全部項目になるということではないのでよろしくお願いします。 

それでは、もう 1回読ませてもらいます。 

1.館長（副館長を含む）は、職員の日報を日常業務に反映しているか。 

2.指定管理後に現場を鑑みて、他市町村の事例や先を見た事業展開のアイデアの蓄積

をしているか。 

3.利用者の会等との連携は十分か。 

4.新事業展開の為のスキル及び財源を確保しているか。 

5.住民サービス向上に向けた事業の評価指標は適正か。また、成果目標があるか。 

以上です。 
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【副議長】そういう視点で見ると、部会の視点を、当然私たち、それは全部、指定管理

者の方はやっていらっしゃるんじゃないかな、なんて思うようなことなんですけれど

も、でもそこをしっかりと見ていかないといけないということなんでしょうかね。いか

がですか。 

 

【委員】えらいこれで仕事が増えるんだろうね。こんなに丁寧にやったら切りがない。 

 

【副議長】だからそれは、その部会でそこまでやらないでいいじゃないですかとか、そ

れは部会の中で協議なさったらいかがですか。 

 

【委員】そうしましょう。 

 

【副議長】そうですね。私たち素人ですものね。そんなにできないですよね。本当に利

用者の目線でしかできませんよね。 

 

【委員】そこしかないですね。社会教育委員としては施設自体がどうというのではない

と思ったんですけれども。このモニタリングは今、実際に寒川でやっているのはどこが、

やっているのか。 

 

【事務局】この票を使うのは今年度からになりますので、まだ 9月からなので、どこも、

この票を使って実施はしていないです。 

 

【委員】体育館とかはやっていないのか。 

 

【事務局】該当するのは体育館と田端スポーツ公園が施設類型Ⅱになります。あと、他

の施設は、外部モニターがなく施設所管課だけでモニタリングをする形の施設類型Ⅰの

モニタリング票を使用します。施設類型Ⅱとして、公民館、図書館と同じ外部モニター

を入れたモニタリングを行うのは、今言った体育館と田端スポーツ公園ということにな

ります。 

 

【副議長】ほかにございませんでしたら、次に進みたいと思います。よろしいですか。 

 

【委員】ちょっと、一つだけいいですか。図書館部会のほうで、前回館長さんが来られ

なかったときに、エリアマネージャーの方が来られて、そのときに確認させてもらった

のですが、先ほど話したこのモニタリングのモニターをさせていただくように、この項

目で書面になっているものは全て書面でまず出していただきたいと話しましたら、全て

整いますというふうにお話しをされていましたので、そのように対応をしていただくよ

うにお願いしたいと思います。 

 

7．報告事項  

(1)平成 29年度 4～ 5月事業実績・ 7～ 8月事業予定  

（資料 4・ 5・ 6・ 7）  

・資料 4・ 7について事務局から教育総務課事業について説明  

・資料 5・ 7について町民センター館長から公民館事業について説明  

 

※4月からの成果、課題について町民センター館長から報告 

【町民センター館長】これまでの成果、課題について 2カ月以上運営に携わっておりま

すけれども、そちらについても報告させていただきます。まず公民館利用者の方々との

関係についてですけれども、各職員とも不慣れながらも誠意を持って利用者の方々とこ

れまで対応をさせていただいてきました。各施設の非常勤職員が継続雇用となっており

ますので、我々が不明な点も、随時確認しながら運営してくることができました。その

結果、これまで特に大きな問題もなく、3カ月弱が経過しております。 
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 指定管理者になって当初は不安な部分もあったけれども、安心しましたとのご意見も

頂戴しております。今後も利用者の方々との信頼関係を築いていくことを念頭に置いて

業務に取り組んでまいりたいと思います。 

 それから毎月生涯学習推進員会議を開催しておりますけれども、事業チラシや講座の

参加者への配付物等のデザインや表現力が改善されて見やすくなったとの意見を頂戴

いたしております。また指定管理者として開設したホームページでも、事業報告を随時

行っておりますので、そちらについての評価もいただいております。 

 それから、特に南部公民館でございますが、入口付近や事務所内の整理整頓をしまし

て、館内がすっきりし、明るくなったというご意見もいただいております。もちろん、

これは他の館も整理整頓を行っておりますが、特に南部のほうでそういうご意見があり

ましたのでご報告でございます。 

 それから、既に御存知かと思いますが、町民センターの地下 1階にレストラン「フォ

レスト」を 5 月 22 日にリニューアルオープンいたしました。それからコピー機の利用

サービスは今までも行っていたのですが、簡易印刷機も配置いたしまして、6月 1日か

らロビーで、低料金でご利用いただけるサービスも開始いたしました。2色刷りの簡易

印刷機のほうを、今、配置してございます。 

 課題についてもご報告させていただきます。公民館サークルからのご相談でございま

すが、各サークルの会員の方の高齢化にともなって、会員数が減少してサークルの運営

が困難になっているというご意見を複数のサークルから頂戴しました。サークル運営に

対する相談、助言は今後も随時行っていきたいと考えておりますし、9月に実施の予定

でございますが、サークル入会体験フェスタというものを公民館の、今年度の新規事業

として予定しております。これによって、サークルの新規会員獲得を含めましたサーク

ル活動の活性化を、事業として後押ししていきたいというふうに考えております。 

 あと、音響機器等の、公民館の備品に対する故障、不備に対する意見も寄せられてお

ります。備品の修繕、交換につきましては可能な限り速やかに対応して、利用者の皆様

の利便性を図っていきたいと思っております。 

 最後でございますけれども、3月末まで公民館のロビー等で Wi-Fiの受信ができたん

でございますが、町の備品の引き上げに伴いまして、今、各館のロビーで Wi-Fiの受信

ができない状況になっております。これに関しましては、指定管理者のほうで新たな受

信機を、今、設置するべく調整しております。現段階では受信できないんですけれども、

こちらはもう、指定管理者のほうで新たなものを設置する方向で今、調整を進めており

ますので、もうしばらく利用者の方にはお待ちいただければと思っております。以上で

ご報告のほうを終わらせていただきます。 

 

【副議長】では、今の公民館のご説明に対していかがですか。 

 

【委員】公民館で使う Wi-Fiは、どういうサービスを狙って Wi-Fiを飛ばそうと思って

いますか。PC関係ですか。 

 

【町民センター館長】以前は公民館の施設予約の関係もあり Wi-Fi でできるようだっ

た。結局無料でできなくなったというご指摘だと思うんですけれども。 

 

【委員】ちょっと理解しがたいですけれども、普通スマホを持っていれば電話回線でつ

ながっていますけれども、Wi-Fiでなければいけないとなると、現場へ持っていった PC、

パソコンが電話回線対応になっていないというかたちですかね。 

 

【町民センター館長】ええ。ただ、こちらのご指摘の方は、多分、ふつうにいろいろな

ものを使いたいというご要望からのご意見じゃないかというふうには思っておるんで

すけれども。必ずしも公民館の施設の利用の予約だけではないと思われます。 

 

【委員】悪い言葉を使えばただ乗りですかね。 
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【町民センター館長】まあ、役場のロビーでも今、Wi-Fiを受信できる環境にあるので、

公民館でも同じようなことができないのはどうしてなんですかというところからです。 

 

【委員】わかりました。 

 

【委員】レストランはとてもきれいになってよかったと思います。私も申し込みに行っ

たときにこのチラシをもらいました。それで食べに行ったらとてもおいしくて、100円

引きで嬉しかったので、またこういうサービスがあるといいなと思って、皆さんも行っ

てください、おいしいです。 

 

【町民センター館長】ありがとうございます。 

 

【委員】時々、こういうサービスがあるとうれしいですね。 

 

【町民センター館長】期間限定みたいなので、割引券のほうはもう今は配っていないよ

うなんですけれども。 

 

【委員】そうみたいですね。 

 

【副議長】よろしいですか。サークルの入会体験フェスタ。それは、3館ですか。 

 

【町民センター館長】はい。随時サークルの方は受けていらっしゃると思うんですけれ

ども、一応 9月の 1カ月間、特にこちらも PRを強化して、この 1カ月間で、強化月間

ではないんですけれども、事前にこれから各サークルさんにもっとよく周知をして、そ

の 1カ月間のうちのどこで新しい方の見学や入会を受け入れますかと、今、これから調

査をかけるところでございます。それがまとまったところで、広報の 9月号にフェスタ

があるということを載せる予定なんですけれども、9月の頭から 1カ月間の予定がわか

るようなものをロビーに掲示するなり、印刷物を配布するなりして、新しい方がサーク

ルに入って来やすい環境を事業としてやっていきたいというふうに考えております。 

 

【委員】同じように、広報なんですけれども、私、別の件でにこにこリサイクルフリー

マーケットというのを、町の掲示板に 50 カ所近くあるんですが、貼ると、見る人はや

っぱり見てくれるので、掲示板も利用したほうがいいのでは。 

 

【町民センター館長】そうですね、それも利用したいと思っています。 

 

【委員】ただ、掲示板があまりよくないところもたくさんあったので、あまりよく管理

されていないところもありますので、貼りに行くとよくわかると思いますので。 

 

【委員】見つかりにくいところもあるしね。 

 

【委員】苦労しました。見つかりにくい、やりにくい。 

 

【副議長】町の掲示板ですか。 

 

【委員】50カ所近くある。 

 

【委員】56カ所ある。いや、私もやりましたよ、何回か。 

 

【委員】でも見てくれる人がいるとにこにこリサイクルフリーマーケットも、来てくれ

る人がちょっと増えたかなと思います。 
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【副議長】あと一つ、よろしいですか。利用者の会というのがありますよね。そこと各

地域の生涯学習推進員とはどのような関わりをなさっているんですか。 

 

【町民センター館長】利用者の会というのは、基本的に公民館を使っていらっしゃるサ

ークルの集まりといいますか、利用者の会に入会されると、もちろん公民館の使用料と

かも減免になったりするんですけれども、推進員の方はまた別にいらっしゃって、各館

10 数名いらっしゃるんですけれども、お名前のとおり、公民館の事業について、いろ

いろ公民館推進員の方が企画していただいた事業もありまして、事業の企画立案にアド

バイスをいただいているというか、ご協力いただいているのが推進員の方でございま

す。 

 

【副議長】そうですか。お互いに推進員さんの方に何か、っていうのはないんですね。 

 

【町民センター館長】ええ、もちろんサークル活動もやられていて、推進員という方も

いらっしゃるんですけれども、一応、組織としては別です。 

 

【副議長】わかりました。ありがとうございます。ほかにございませんか。 

 

【委員】町民センターの職員さんでパソコンを教えてくださる人はいるのか。 

 

【町民センター館長】我々にということですか。 

 

【委員】職員さんの中で、ちょっと精通している人がいらっしゃるのか。 

 

【町民センター館長】職員でパソコンの知識に明るい人がいるかっていうことですか。 

 

【委員】そう。 

 

【町民センター館長】私は暗いほうなんですが、明るい職員も何名かはおります。 

 

【委員】パソコン教室に行こうとすると 1週間ぶっ続けで行かないとだめだとかって、

よく言うじゃないですか。そういう余裕がないんだけど、いいところまでいくんだけど、

そこから先ができないっていう人がいるわけですよ。それをこの間、館長さんの中で、

町のホームページに出してもらって、これから先ができないって言ったら、次はこうよ、

次はこうよと、ああ、それか、そこかって言って、そこでつまずいて、町のホームペー

ジが見えない人が結構いたんですよ。だからそういうのを簡単に教えてくださる人がい

らっしゃれば、ちょっとセンターのほうで、パソコン教室でも将来軽く、スポットでい

いから、やっていただけたら、とっつきがいいんですよね。シルバーセンターに申し込

むより。いつも利用しているでしょう。 

 

【委員】シルバーセンターに行くと、時間が揃えられて、人数が限られているから。 

 

【委員】つい行く人が嫌がってね。 

 

【町民センター館長】公民館事業でそんなに長いスパンじゃないんですけども、2回と

か 3回の完全な初心者向けのものではなくて。 

 

【委員】素人じゃなくて、いいところまできている。 

 

【町民センター館長】中級ぐらいとかって、いろいろ分けてですね。 

 

【委員】そう。町民センターの予約のいいところまでいくんだけど、また元に戻っちゃ
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ったとか。結構いるんですよ。ほんのちょっとのところでつまずいちゃってね。諦めち

ゃう人がいるから、もうちょいなんだけど。そういうのを教えていただけると助かるよ

うな気がしますね。何か、企画があったら一つそれも入れておいていただけますか。 

 

【委員】そういう意味で、何かそういうあまりに難しいことを言わないパソコン教室み

たいなもので、私のイメージでは逆に月に 1回とか、定期的にやっていれば、そういう

人が集まって来るんじゃないかな。 

 

【委員】施設の予約システムだって、いいところまでいくんだけど、最後の先ができな

い。 

 

【委員】今、年をとっている人が多いものだから、予約したりしないんですよ。予約シ

ステムの制度が始まってからは、私のグループは、私だけでやってくれない。 

 

【委員】予約システム、こうやって見られるんだよって言うんだけど、忘れちゃうのか

な、画面見ながら。 

 

【委員】操作説明の冊子をもらっていったんですけど、最初に配られたじゃないですか、

ホチキスどめのやつ。あれを見ちゃうとわからないよね。 

 

【委員】あれ、難しすぎるんですよ。あれ見てわかる人はもうプロですよ。 

 

【委員】実際にやったほうが、簡単。ただ、ちょっとやりにくいところがあって、時間

をいっぱいとるときに、ラジオボタンをやって、全部 1と入れるのが、何かコメントが

出るんですよね。1をやると、ゼロか 1かですよ、みたいに出ると、びっくりしちゃう

んですね。とれないと青くなっちゃいますよという話を書いてあるんだけど、あの辺が

ちょっと、わかりにくいかなと思う。 

 

【副議長】そういうのもいいんですけど、中学生って、もうパソコンは達者ですか。 

 

【委員】いやあ、今、子供たちは達者ですよ。 

 

【副議長】そうしたら、そういう中高生に教わる教室みたいなものが公民館であったら

いいんじゃないですか。 

 

【委員】いいんだけど、ばかにされちゃいますよ。 

 

【副議長】そうですか、小学生でもいいですよ。 

 

【委員】小学生だって今はもう、すごいですから。 

 

【副議長】教えてくれないでしょうか。はい。それでは、今度は図書館のほうをお願い

いたします。 

 

・資料 6・ 7について総合図書館長から図書館事業について説明  

 

※4月からの成果、課題について総合図書館長から報告 

【総合図書館長】3カ月近く経ちまして、成果と課題になりますけれども、やはり、私

どもとしましては、正直なところ、蔵書点検の 6月までは、今までやられていました職

員様の引き継ぎ、あるいは既存のこれまであった事業の継続ということでやらせていた

だいております。それにつきましては、ある程度問題なく運用できたということで、こ

れが非常に大きな成果であると私どもは思っております。 
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 また、皆様のご意見ですけれども、やはり指定管理者になっても変わらないので安心

したとか、今までどおりものも頼めるし、いる人も同じ人なので気安くできるのでその

辺がよかったという声が非常に多かったです。 

 また、制服を着るようになりましたので、非常にそのスタッフというのが誰かが一目

でわかるようになりまして、誰に頼めばいいかというのが非常にわかりやすくなったと

いうご意見がございました。 

 ただ、逆に誰が職員かがすぐにわかってしまいますので、あの制服を着た人が無駄口

というんですか、おしゃべりをしていたとか、子供にやさしくなかったとかって、具体

的な指摘も受けるようになりまして、それもまたメリットはあると思っております。 

 それから、今後の課題ですけれども、ちょっと感じたことは、やはり本の充実という

んですか、予算の削減とかでさせてもらって、結構予算が削られることもございますの

で、若干、予算の枠としては以前に比べて増えたところもございますので、例えば中止

になった雑誌を復活させたり、新たな本を確定したいと思っております。 

 それから、ちょっと慌ただしいところとしまして、先ほど「科学道 100冊」というの

を展示しますと申し上げましたけれども、そういったブックレットがございまして、科

学関係の本を理化学研究所が 100冊セレクトしまして、これもいろいろなポップと一緒

に展示するというような企画を今やっております。 

 もちろん、図書館にある本は図書館の本を展示いたしますし、ないものにつきまして

は図書館で購入して、展示して、科学書的なものを紹介させていただければと、それで

皆様の利用を増やしていければと考えております。 

 それから課題としてひとつ挙げられますのは、やはり中学生から高校生の青少年の利

用ですね。確かに、非常に利用していただいているんですが、利用の仕方が、図書館に

入ってまっすぐエレベーターに乗って 3階まで行って、勉強机に座って、まあ、そこで

勉強はされているんだと思うんですけれども、書棚には全然立ち寄らないでそのまま帰

っていくと。ゲートもくぐりませんので、利用者にもカウントされないという、その方

たちが非常に多い割合になっているのが非常に目につきました。そういった方たちにも

っと利用していただくということで、ヤングアダルトコーナー、今ちょっと見たんです

が、書架で結構、児童のコーナーとか、大人のコーナーとか、いろいろなところにそう

いった中高生の本が分散されていますので、そこをもうちょっとレイアウトを変えて、

非常に中高生の方が接しやすいように固めようということを考えております。 

 また、先ほどちょっと話題になりました無料 Wi-Fiスポットですね。3階と、予算が

許せば 2階の閲覧机のところに設置しまして、何か調べるときには使っていただけるよ

うなことを、ちょっと今検討しております。 

 それからこれはちょっと私欠席して申しわけなかったんですけれども、部会のほうで

ご指摘があって、図書館のパンフレット、10 年前につくったものがそのまま変わって

いないということで、これもちょっとデザインが優れていて、どこに何があるかがわか

るようなもの、細かい利用案内につきましては、また別紙で、1枚ペラでお渡しするの

がいいかなと思っているんですけれども、もうちょっと図書館というのはどういうとこ

ろで、どこに何があるかというのをわかるようなものをちょっとつくっていきたいとい

うことで、今デザイン企画をスタートさせております。以上になります。 

 

【副議長】はい、ありがとうございます。ただいまの説明でご質問、ご意見いかがでし

ょうか。 

 

【委員】督促状況というのがありますよね。5月 31日、42名で 155件ってすごい大変

だなと思ったんですけれども、これはメールで 42 名に督促するのですかね。それとも

電話なんですかね。 

 

【総合図書館長】そうですね、メールをご希望の方はメール、それからメールをご希望

されない方は電話で督促するという形になります。 

 

【委員】半々ぐらいですか。 
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【総合図書館長】半々ぐらいですね。 

 

【委員】ちょっと多いかなと一瞬思いながらも、大変な作業じゃないですか。 

 

【総合図書館長】これは結構、一番大変ですね。なかなか電話とかでも連絡がつかない

方もいらっしゃるので、その場合ははがきになります。 

 

【委員】すみません、今、ボランティアの全体会議が 1名増えたということで、今、全

部で何人ぐらいおられるのですか。 

 

【総合図書館長】今、12名おられます。 

 

【委員】間に合っていますか。 

 

【総合図書館長】そうですね、今はボランティアの方は、隔週でお願いしていますので、

大体毎回 3名ずつということなので、2カ月に 1回ぐらいは回ってくるような形です。

それで、今のところは大丈夫です。 

 

8．その他  

・平成 29年度  寒川町社会教育委員会議等日程について（資料 1）  

 資料 1により説明。  

 

・今後の会議開催予定について   

【全体会】  

第 3回社会教育委員会議  2月 21日 (水 ) 町民センター会議室  

【公民館部会・図書館部会】  

各部会ともに 8月、 10月、 2月に開催予定。  

全体会を予定した日程を生かしつつ、早い段階で各委員に日程調整  

を行い年間の予定を確定  

 

・今後の県社会教育委員連絡協議会、県公民館連絡協議会開催事業  

への参加者について  

● 8/25(金 )県社会教育委員連絡協議会研修会   

三澤副議長、佐藤委員出席予定  

● 11/13(月 )県社会教育委員連絡協議会地区研究会 (清川村会場 ) 

 現在参加予定者なし  

● 1/25(木 )県公民館大会    

石黒委員出席予定  

● 2/9(金 )県社会教育委員連絡協議会地区研究会 (松田町会場 ) 

     鈴木委員、石黒委員出席予定  

   ※原則、各事業 2名の参加とするため、現在、 11/13県社会教育委員

連絡協議会 (清川村会場 )2名、 1/25県公民館大会 1名の欠員が生じ

ている。今後参加希望がある場合は、事務局まで連絡。また県事

務局より開催要項の送付があった段階で改めて各委員に参加希望

の確認を行う。  

 

9．閉会    

三澤副議長  



16 

 

配付資料 

資料 1 今後の協議予定（案）  

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）  

資料 3 モニタリング評価の視点について  

資料 4 平成 29年度教育総務課社会教育担当事業実績 (4～ 5月分 ) 

資料 5 平成 29年度公民館講座事業実績 (4月～ 5月分 ) 

資料 6 図書館月報 (4～ 5月分 ) 

資料 7 社会教育行事予定カレンダー (7～ 8月分 ) 

参考資料  寒川町社会教育委員研修会等参加報告書  

議事録承認委員及び

議事録確定年月日 
・鈴木英之    ・三澤米子 

（平成 29年 8月 10日確定） 

 


