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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 3回寒川町社会教育委員会議  

開催日時  平成 30年 2月 21日（水）午後 1時 30分～ 3時 00分  

開催場所 寒川町民センター 1階会議室  

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  鈴木委員    

田邊委員  佐藤委員  杉山委員  宇條委員  石黒委員  

欠席者：花山委員    

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   

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)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 

報告事項 (1) 平成29年度12～1月事業実績・3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  

   平本議長  

   大澤教育長  

 

3．議事録承認委員の指名について   平本議長・田邊委員  

 

4．委員報告  

   ・ 1/25(木 )平成 29年度第 59回神奈川県公民館大会  

   鈴木委員、石黒委員出席  

   参考資料「寒川町社会教育委員研修会等参加報告書」により石黒委員 

から報告。  

  ・ 2/9(金 )県社会教育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  

   参考資料「寒川町社会教育委員研修会等参加報告書」により石黒委員  

から報告。  

   ・ 2/15(木 )青少年問題協議会  宇條委員出席  

     SNSについての講演会を実施  

   ・宇條委員が活動されているブックスタートに図書館長が見学に来た  

旨の報告あり  

 

【委員】2月 9日の松田町町民文化センターでの内容で、下のほうに、生涯学習の一環

で、約 10 年間こういったような取り組みをされている中で、結果として、放課後の子

ども教室の開設で検証すると書いてありますよね。これは、イメージはどこに開設する
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というようなイメージなのでしょうか。 

 

【委員】放課後の教室の一部ですね。 

 

【委員】学校内ですか。 

 

【委員】はい。建物を建てて、つくってやるというのは、非常に難しいですよね、現実

には。公民館の一部とか学校の一部かというのがあって、遊んでいるところの一部を使

ってやるということをおっしゃっていました。 

 

 

5．協議事項  

(1)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 1) 

  事務局から経過及び今後の流れについて説明、資料 1提言 (案 )を読み上  

げ最終確認  

 

【議長】ただいまの説明に対しまして、何かご意見、ご質問はございますでしょうか。 

 

【委員】ありません。 

 

【議長】では、これで確定してよろしいですか。 

 

【副議長】内容ではないのですが、提言のところの一番下の行です。「地域づくりの中

核を担う寒川の地域に根ざしたよりよい施設として発展していくことを期待する」とな

っています。今、上手に読んでくださったので、何となくすっと入れたのですが、「寒

川」を消すか、「地域に根ざした」、どちらかにしたほうがすっきりしていいのでは。「寒

川の地域に根ざした」という言い方が、ちょっとおかしいかなと思うのですが。「地域

に根ざした」か、「寒川のまちに根ざした」か、どちらかにするといいかと思うのです

が。 

 

【委員】今の話だと、「寒川」を消したほうがいいと、私は思います。 

 

【副議長】そうですね、ちょっと皆さんのご意見を聞いてください。 

 

【議長】どうでしょう。「寒川」を消すか、「地域に根ざした」にするか。 

 

【副議長】「寒川町に根ざした」にするか。 

 

【委員】強調しているのだから、いいのではないですか。 

 

【副議長】「寒川の地域」という言い方はおかしくないですか。 

 

【委員】二つの言葉を重ねて、強調するということもあるので。 

 

【委員】国語が専門ではないですけれど、とるのがあったら、とってもいいのですが、

地域を限定して、強めているという意味で、「寒川」があっても、文章が通るかと思っ

ています。 

 

【副議長】「寒川町に根ざした」にするか、「地域に根ざした」にするか、このままの「寒

川の地域」でいいかですね。 

 

【議長】ほかの意見はございますか。このままでよろしいですか。 
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【委員】寒川というと、寒川全体をあらわして、地域というと、その部分の A 部分、B

部分、C 部分、D 部分というふうに捉えれば、全体と部分ということで、物事の文章と

してはつながると思うんです。 

 

【副議長】それでしたら、「寒川町の地域に根ざした」と「町」を入れる。「寒川の地域」

という言い方がおかしいですね。 

 

【委員】地域づくりと頭にきているじゃないですか、その中核というような意味合いで、

寒川というのは、寒川神社をいただく場所という意味からすると、寒川が中心になって、

周りもという意味合いがあれば、これでいいのではないかなと思うんですね。 

 

【副議長】「町」を入れなくていいですか。 

 

【委員】ええ。閉鎖的ではなくて、寒川から、いろいろな面で発信したり、取り込んだ

り、何だかんだできるという意味合いでの寒川。 

 

【副議長】町というと狭くなってしまうのですかね。 

 

【委員】あんまりこだわりはないが、これでいいのでは。 

 

【議長】いいですか。あと、ほかにありますか。 

 

【委員】意見という意味合いでいいですか。 

 まず提言の 2行目の後ろの、「まず第一に事業やサービスの向上を考えるべきである」

というのは、全然異論はないのですが、昨今の少子高齢化による財政逼迫度を考えると、

ただ、いたずらにサービスの向上を考えるのが、本当にいいのかどうかという意味合い

で、考える時期にきているなというのを、ちょっとつけたいと思ったんですけれども。

文章に入れるという意味ではなくて。 

 

【議長】どうでしょうか。 

 

【委員】私の意見で、文章に入れる必要はないですよ。 

 

【議長】では、このままで、提言はよろしいでしょうか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

【議長】それでは、提言は、この場で確定させていただきます。また、本日、教育長も

出席しておりますので、この確定をもって、教育長に提出させていただきたいと思いま

すので、よろしくお願いいたします。 

 

【教育長】本当に 2年間にわたり、慎重にご審議をいただき、本日、貴重な提言をまと

めていただきました。教育委員会としても、最大限尊重しながら、今日は、両館長も出

席させていただいておりますので、ともに連携を図りながら、より町民が利用しやすい

施設になるよう、努めてまいりたいと思います。今後とも、どうぞよろしくお願いいた

します。 

 また、皆様方には、この会議でとりあえず、任期的には今年度で終わります。2年間、

ほんとうに、何かとお世話になり、ありがとうございました。改めて、お礼を申し上げ

ます。 
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6．報告事項  

(1)平成 29年度 12～ 1月事業実績・ 3月事業予定（資料 2・ 3・ 4・ 5）  

・資料 2・ 5について事務局から教育総務課事業について説明  

・資料 3・ 5について公民館指定管理者から公民館事業について説明  

・資料 4・ 5について図書館指定管理者から図書館事業について説明  

 

【議長】ありがとうございました。では、これに対して、ご質問、ご意見等ございます

か。 

 

【委員】図書館のことなのですが、登録者が 3万 6,000人前後ということなのですが、

寒川とその他の地域の方では、どのような形になっていますか。 

 

【総合図書館長】寒川町とその他茅ヶ崎とか、そういったことですかね。 

 

【委員】どんな割合か、今、わかりますか。 

 

【総合図書館長】済みません、今、ちょっと手元にデータはないのですが、ほぼ 2割か

ら 3割ぐらいは茅ヶ崎、町外の方ではないかと思っています。 

 

【委員】わかりました。その次に、貸出の総点数というのが出ていますけれども、寒川

とそれ以外のこの割合はどうか。 

 

【総合図書館長】それも同じような割合になっていると思います。 

 

【委員】同じような割合ですか、そうですか。 

 

【総合図書館長】ちょっと手元に数字がないので、正確には申し上げられないのですけ

れども。 

 

【委員】そうですか。これは、どこかでいただくことは可能でしょうか。 

 

【総合図書館長】数字ですか。 

 

【委員】はい。 

 

【総合図書館長】大丈夫です。 

 

【委員】できれば、トレンドのわかるような形で、3 年か 5 年ぐらい、指定管理が今年

からだから無理ですかね。去年はわかっていますよね。 

 

【総合図書館長】データ自体は 5 年前でもあります。 

 

【委員】ぜひ、それをいただきたい。 

 

【総合図書館長】寒川町とそれ以外の利用者と貸出数の比率をお出しすればよろしいで

すね。 

 

【委員】もちろん自己満足で聞いているわけではなくて、何が問題でこうなっているの

かということを探るために、データとしてあったほうがいいのではないかということで

す。 

それと、最後のページ、8 ページにある、読書通帳の件なのですが、現在は、まだ相

変わらず手書きですか、それともプリントアウト形式に変わったのですか。 
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【総合図書館長】手書きです。 

 

【委員】そうですか。そういうプリントアウト形式に変わるようなことは考えています

か。 

 

【総合図書館長】考えられますといいますか、もちろん機械化というのですか、実際に

図書館システムと連動して、読書通帳に記録したら、貸出のデータを消してみたいな形

で、紙の形で残してお渡しすることは可能なのですが、やはり費用というか、特別な読

書通帳用の機械を買わないといけないものですので、その費用のめどさえつけばという

形です。あと皆様のご希望があればということです。 

 

【委員】その辺の費用の発生において、図書館側から教育委員会に対して、このぐらい

の費用がかかるというような話の提言はされていますか。 

 

【総合図書館長】いえ、特にしていないです。 

 

【委員】できれば、ぜひしていただいたほうが。他市町村の場合は、すべてわかってい

るわけではないのですが、比較的プリントアウトしているケースがありますし、読書通

帳というのは、もともと多くの人に借りてもらうという楽しみを、あるいは借りたもの

が、ここにあるよというようなことから、ある意味でいったら、自分の宝を増やしてい

くようなステップだったように思うんですね。それが自分で書かなければならないとい

うのだと面倒くさいというような話も出ているわけですし、この辺のところを予算との

絡みもあるのですが、とりあえず冷静に、このくらいかかりそうだよという話を出して

おいていただいていいのではないかなという気がするのですがね。 

 

【総合図書館長】わかりました。 

 

【委員】私の試算では大した費用ではないと思うんですね。むしろ、システムの改版の

ほうがお金かかる可能性もあった。 

 

【総合図書館長】そうですね。 

 

【委員】一町民としても聞いておきたいなという気もするんです。 

 

【総合図書館長】はい、わかりました。 

 

 

7．その他  

 

【委員】先ほど学校内でのインフルエンザのお話があったのですが、インフルエンザと

いうのは、はやりといえばはやりなのですが、簡単に抑えることができる方法があるの

をご存じですか。これはウイルスそのものが、ペーハーが 5 以下で即死するという性

質を使うやり方なんです。ペーハーを下げれば問題ないんです。その下げる方法として、

実は、私は、別の団体で、宮崎県の口蹄疫、あと韓国でもありましたね、鳥インフルエ

ンザ、あれの撲滅現場で、随分、ボランティア活動をした経験があるのですが、ものの

見事におさまります。費用もかからないんですね。それと、そういうようなことがあっ

て、一昨年、私の孫がインフルエンザになりまして、親が勤めている関係で、私が引き

取ったのですが、その対策をして、看護する我々も、全く引かずに済んだんです。もち

ろん、子供も完治したんですよ。そういうようなこともあるので、導入をされるという

か、検討するのも一つ手ではないかなと思いますね。それが、実は微生物を発酵培養し

て、それを希釈して、実は加湿器に入れて、対処するという方法なんです。ぜひ考えて

ほしいし、これは意外や意外、公民館だとか図書館の人が集まるところで、実は飛沫感
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染をしていて、感染をさらに広げるということもあり得るわけですから、やったほうが

いいでのはないのかなというか、検討したほうがいいのではないかなというふうに思い

ます。ちょっと、これも提言です。 

 

【教育長】それは水にバクテリアか何かを入れて、加湿器でやるだけなのですか。 

 

【委員】加湿器に入れます。大体、私たちが培養する微生物はペーハー3.5から 3.0ぐ

らいの間なんですね。それを四、五百倍、五、六百倍くらいに薄めて、希釈して、それ

を加湿器に入れて、常時、散布しておくというだけで効果があります。ですから、それ

に触れたウイルスは即死します。 

 

【教育長】費用的にはどのくらいなのですか。 

 

【委員】1 校で 1,000円か 2,000円じゃないですか。 

 

【教育長】それは、また後で、いろいろと教えていただきたいと思います。そういうの

は学校でどうですか。 

 

【委員】材料的なものを仕入れるので、1校で 1,000円程度だということは理解できる

のですが、となると、例えば、学校の教室用に加湿器をつながなければいけないという

付帯がでてきますよね。勉強させていただきたいと思います。 

 

【委員】廊下を含めて、ともかく何十台か必要になると思うんですね。1つのほう方法

として。 

 

【委員】ありがとうございます。 

 

【議長】いいお話が聞けました。やはり、子供は学校からうつってくる感じがしますけ

れども、また費用も大変ですよね。 

 

【委員】インフルエンザも何種類もあって、かかった子も、また別のにかかったり。3

種類かかった子がいるとか。何種類のウイルスに効くのか。 

 

【委員】あらゆるウイルスに対して、例外はないです。すべて効きます。 

 

 

8．閉会    

三澤副議長  

配付資料 

資料 1 「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 2 平成 29年度教育総務課社会教育担当事業実績 (12～ 1月分 ) 

資料 3 平成 29年度公民館講座事業実績 (12月～ 1月分 ) 

資料 4 図書館月報 (12～ 1月分 ) 

資料 5 社会教育行事予定カレンダー (3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 
・平本正子    ・田邊由美 

（平成 30年 3月 23日確定） 

 


