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第４号様式（第８条関係） 

 

議 事 録 

会議名 平成 30年度第 2回寒川町社会教育委員会議  

開催日時  平成 31年 2月 13日（水）午後 1時 30分～午後 3時 30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：平本委員 (議長 ) 仲田委員 (副議長 )  河村委員  花山委員  

三澤委員  原委員  江藤委員  加藤委員  山口委員  青木委員  

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  

施設再編課：関根課長  杉﨑副主幹  佐糠主任主事  

傍聴者：なし  

議 題 
協議事項 (1)各部会の協議内容について 

報告事項 (1)平成30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  

    

3．議事録承認委員の指名について   原委員・江藤委員  

 

4．委員報告  

   ・ 1/18(金 )平成 30年度第 60回神奈川県公民館大会  

   山口委員、青木委員出席  

   参考資料「寒川町社会教育委員研修会等参加報告書」により山口委員 

から報告。  

  ・ 1/25(金 )県社会教育員連絡協議会地区研究会（伊勢原市会場）  

   仲田副議長出席  

   参考資料「寒川町社会教育委員研修会等参加報告書」により仲田副議 

長から報告。  

 

5．協議事項  

(1)各部会の協議内容について  

 

 【公民館部会】「すべての世代がつどう公民館を目指して」（資料 1）  

  三澤公民館部会長から資料 1により公民館部会の協議内容を報告  

 

【議長】ありがとうございました。ほかの公民館部会の方から何か補足等ございますか。

なければ、今の報告に対して何かご意見、ご質問がございましたらお願いします。 
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【委員】相手があることなので、一方的にどうと言ってもなかなか難しい問題ですね。

やはり公民館を知ってもらうことが一番。 

 

【委員】学生とかは公民館を利用する人が減ってきているのですか。それとも、もとも

と少ないのがさらに減っているという感じなのですか。 

 

【議長】やはり小学校ぐらいまでは使うが、中高生になると部活とかがあるので 

使わないですね。特に高校生とかいうともう全然使わない。県の公民館大会で、「ほん

とうに必要なんですか」なんて言われてしまうと、何かちょっとがっかりしてしまいま

すが、やはり公民館はあったほうがいいと思います。 

 

【委員】やはり地元にいない。朝見ていると早い人は 6時前から電車なり車なりで勤め

に行っている。やはり寒川に住んでいても勤めは町外の人が多いのですよね。 

 

【委員】小学生が使う用法としては、北部ですと、やはりたまり場として使用されてい

ます。宿題とか、夏休み、試験前に勉強したりとか、ゲームをやったりしている子ども

もいます。あとは集会室があいていればバドミントンとか卓球をやったりしています。

でも、本来の部屋を借りての使い方はしていません。公民館を知ってもらうという意味

では、それでもいいかと思います。ただ、小谷小の子たちは遠いから来ないということ

で、その辺の悩みはあります。来ているのは旭小が近いですから、そういった意味で来

ています。あとは旭が丘中学校の生徒は勉強とかで案外来ています。 

 

【委員】中学生、高校生は静かなので図書館を勉強に結構使っている人がいます。 

 

【議長】本は読まないで勉強している人がいますね。 

 

【委員】でも、中学生、高校生は仕方ない部分はありますね。こういう使い道があると

いうことをＰＲすれば、この前も公民館部会でお話ししたのですが、ダンスの使い場と

してあるよとか、そういうふうにしてＰＲすれば中学生、高校生の体育でダンスの授業

とかあるとしていますものね。やはりＰＲの方法だと思います。 

 

【委員】分室は、入口が小学校とは別で、中に通路がないので、小学生が正門から出て

分室にわざわざ行かない。やはり知ってもらわないといけない。 

 

【議長】分室は、私もあまり利用したことがないのですが、わからない人もいるのです

かね。 

 

【委員】前にも話しましたが、やはり場所の説明が難しいです。寒川小学校の敷地内だ

といっても入口が真裏なので、正門に行ってもわからないです。 

 

【委員】分室は学童のお子さんと同じ通路なので、学童のお子さんたちは分室の入口ぐ

らいまで行ったり来たりしているのですよね。 

 また、分室の入口には折り紙とか作品がたくさん並んでいて、もらってもいいことに

もなっているので。そういうことは目にするので、こんなのがつくりたいというときに

折り紙サークルがあそこでやっていれば、ちょっと参加できるということもあるのです

よ。 

 

【委員】そうですね。何しろ場所と催し物を知ってもらわなければいけないですね。 

 

【委員】平塚の県公民館大会の報告書で、パネルディスカッションのときに大学生が 5

人参加ということでしたが。 
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【委員】合計で 5名ということです。 

 

【委員】合計ですね。ごめんなさい、計があったのに気がつきませんでした。大学生は

何名参加されたのですか。 

 

【委員】本来は 2名来る予定でしたけれども、1名欠席でした。 

 

【委員】どちらにしてもその学生さんが参加したということで、またちょっと動きが違

ってくるのではないかなというのもあるのですよね。大学生がどうのこうの、高校生が

どうのこうのというよりも、こういう人たちがじかにこういう会合でもいいから参加す

る機会が年に何回かあるというと、いろいろな意見が出て、またそこからちょっと横に

少し流れが変わってくるのではないかなという気もちょっとしました。 

 

【委員】本音を言うと、大学生は、授業の一環として公民館とはどういうものかという

ことで参加されているので。単位をとる目的の 1つでもあると言っていましたが、若い

人とのかかわりがあるといういい点はありますので、半々ですかね。 

 

【委員】単位でも。文系とかそういう感じなのですか。 

 

【委員】テストを受けずに単位がとれる科目みたいな感じで、公民館の事業に参加して

その新聞を書くという授業だったらしいです。そこで公民館とかかわった学生さんが来

ました。 

 

【議長】相模原も大学が多いので大学生が公民館と交流したりという話も聞いたことが

あります。 

 

【委員】でも、これも 1つの考えかなと思います。今いろいろなきっかけづくりとかを

公民館部会で 1 年間やってきて、ほとんどどうすればいいのではないかみたいなもの

は、これで出尽くしていると思うのです。だからあとは本当に動き方をどうするかとも

っていかないと、いつもいつもこれだけのことで終わってしまうと思います。 

 

【委員】この先、実行をどうしたらいいかというところですね。 

 

【委員】それにはやはりこういうものは地道な動きだと思うのです。 

 

【委員】結論というか何かこれを集中してやろうとかですね。 

皆さんにちょっと聞くのですが、近所で勤めをやめた男の人を外で見ますか？家の中

にいるのかあまり見ないのですよね。 

 

【議長】その人にもよるでしょうけど、男の人は出ないですよね。 

 

【委員】部会でも出ましたが、やる方は幾つも幾つも出ていますけどね。 

 

【委員】そうそう、出ない人は本当に出ないですね。今は昔と違って隣近所のつきあい

が少ないので、知らぬ人同士、挨拶ぐらいしかしないですよね。勤めに行っていたら、

めった顔も見ないですよね。 

 

【委員】でも、最初はきっかけだと思うのです。自分も小谷自治会の役員をやってから

いろいろなことから、方から声がかかって生涯学習推進員をやって、初めて公民館を利

用して、なかなかいいのではないかとなったので。その最初だと思うのです。そのため

にはもっともっといい工夫をしてＰＲしていけば。それとあと口コミですかね。 

あとはＰＲの仕方でも北部公民館でも、「ほっこりかふぇ」でちょっとした入口のと
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ころでちょっと何かやっているところを見せると、興味を持って参加するとか、という

ことだと思います。やらないことには始まらないと思います。 

 

【委員】やはりきっかけづくりですね。それにはどうしたらいいというとやはりある程

度、出ている意見をもとに 1つでも何か進んでいかないといけないですね。 

 

 

【図書館部会】「本が大好きな寒川の子どもたちを育てるために」  

                           （資料 2）  

  青木図書館部会長から資料 2により図書館部会の協議内容を報告  

 

【議長】ありがとうございました。他の図書館部会の方から何か補足はありますか。 

 

【副議長】日々、我々が利用している中での肌感からの提案ですとか、今、説明してい

ただいた過去 3年間の実績をもとにして弱点をあぶり出して、その弱点に対して効果の

ある施策をどうしましょうかと検討しているところです。 

 1点言えることは、図書館を利用してもらうという観点と、お話をしていく中で公民

館部会の方とのかぶる点もあると思うのです。ということで、時間があれば図書館部会

なり公民館部会なり傍聴していただいて、こんなことをやっていたのだなというように

意見を吸い上げていただけるといいかなと思います。 

 

【委員】とてもいい報告になっています。回数がとても少ない中で審議をしていかなけ

ればいけないという、1つの社会教育委員であるという立場からいくと、自分自身もリ

サーチをしなければいけなかったり、会議の席にどう臨むかということの意識を持って

向かわなければいけないなというのが、今回、自分が経験しての感想なので、まだまだ

本当にこの進めていく工程というところでは、短い 2年の任期の中でどこまでできるの

かということを考えていかなければいけないことだなと感じています。 

 

【議長】中学校では朝読書はやっているのですか。 

 

【委員】どこの中学でもやっています。 

 

【議長】何分ぐらいですか。 

 

【委員】10分間読書です。 

 

【議長】10分ですか。 

 

【委員】ただ、毎日 10分ですから結構な量にはなります。 

 

【議長】それは図書室で借りたりするのですか。 

 

【委員】それもありますし、自分持ち、それから総合図書館もありますね。 

 

【議長】そうですか。とてもいいですね。 

 

【委員】そうです。もう随分になります。 

 

【議長】昔、夏休みに読書の感想文を書けというのはあったのですが、今は小学校では

ないのですか。 

 

【委員】あるところはあります。小学校も朝読書はあります。 
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【議長】朝読書、あるのですか。 

 

【委員】はい。ただ、やはりクラスに置いてある本もやや少な目でもあったり、子ども

たちが持ってきている本も大体パターン化していったりというのもあって、やはり時代

的にどうしても本からネットだ、画面だというほうにどうしても動いているので、学校

のほうも本にとにかく結びつけようと努力はしているのですが、なかなかすんなりとい

う感じではないです。でも、感想文もあります。 

 

【議長】ありますか。やはり本を読むきっかけが子どももあればいいと思います。でも

朝読書というのがあるというのを私は知らなかったので、私の時はなかったので、いつ

ごろから始まったか知りませんが、いいですね。 

 でも、大人の人も利用している人は結構少ないのですか。そういう借りているのは、

小中学生が多いとか、大人が多いとか、そういうのは出ていないのですよね。 

 

【副議長】過去 3年間の実績では全て把握しています。 

 

【議長】把握している。どうですか。 

 

【副議長】一番弱点は、やはり 12から 18歳のところで、そのところが 3年間積み重ね

てきても同じように低いですね。やはり幼稚園から小学生ぐらいに関しては、ある一定

数の利用はされているのです。ただし、それ以降の中学から高校にかけてのどうしても

塾ですとか、町から出てしまうような学校の方ですとかというのは、そこをいかに目を

向けさせるかというところが 1つの課題です。 

 

【議長】そうですね。あと何かありますか。 

 

【委員】先ほどの公民館の部分のお話に共通するのですが、私は学校をあずかる者なの

で物の見方がもしかして違うかもしれないのですけれども、こういう組織はいろいろな

事業をやるではないですか。だめです、だめですというと、どんどんだめになっていく

のです。だからいいところに着目するというのですか。よくやれているところに依拠し

ながら陣地を拡大していくというほうが、生産的ではないかと思うのです。 

 だとすれば、例えば北部公民館が子どものまつりを始めましたよね。 

 

【町民センター館長】夏休みの子どもフェスティバルでございますか。 

 

【委員】ええ。あと何かそれに近いようなのもありますよね。旭が丘中学校の例えばお

琴を演奏する部があるのです。それを呼んでいただくと、少なくともその親は行く。友

達は行くとなるわけですね。参加主体である中学生は結構います。図書館でもライブ・

イン・ライブラリーをやられていますよね。要するにポジティブポイントを持っている

ところに利用しながら陣地を広げるというのですか。だから中学でいうと文化部です

ね。吹奏楽も結構やっています。 

 

【議長】そうですよね。吹奏楽、やっていますよね。 

 

【委員】それからあと東中は、舞踊。それから寒中は伝統文化部というのがあるのです

よ。文化部があまり出番のない状況の中で、もしかすると公民館、図書館というのは 1

つの拠点になるのではないかなという気はしました。 

 

【議長】東中の家政部がおととしあたりから町の文化祭に参加してもらっているのです

よ。だからそういうのは、本当にいいなと思うのです。最初はお琴もやったのですよ。

お琴とお茶とのコラボでやったのです。去年はお茶だけになってしまったのですが、そ

れもいいきっかけになるのではないかと思うのです。 
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【委員】あと、ヒントになりそうなのは、旭が丘中学校の 3年生で 50人ぐらいの有志

の子のボランティアグループが小谷にある寒川ホームに秋だか暮れに、コーラスと折り

鶴を持って、慰問しようとして行ったのです。 

 私もちょっと心配なので一緒に行ったら、よくて。皆さん泣いていましたね。だから、

ああいうのを例えばどこかにご招待する集いとか。外に出られる人ばかりではないけれ

ども。何かちょっと 1ひねり、2ひねりして、あまりこんなことを考えないで既存のキ

ャピタルを生かすというのかな。そういう考え方をしていったら、寒川はそんなに悪く

ないと思いますね。いろいろなコンディションは。すばらしい人が多いですよ。 

 

【委員】実際に公民館まつりも、丘中のお子さんを招いてやるとかという話も出たこと

が何回かあるのですよ。たまたまご都合が悪かったのか、外でやるようになれば天候も

心配だというようなことで。公民館の関係はポジティブのほうには行っているのではな

いかと思うのですよ。前向きでいっていて。 

 ちょっと話がずれますが、地区研究会とかいろいろなところで催し物を必ず 1個入れ

ていますよね。やはり何かをやるときには演出が必ず必要になって、何か人が興味を持

つようなものを 1つ入れていくと、そこでちょっとみんなの気持ちが和むというのと同

時に、左右のいろいろなサークルとかにもっていけるという気持ち的なものもあって、

ぜひ次年度の公民館まつりにもそういうものを入れてほしいと次年度に言おうかなと

思っていたのです。ですから、必ず地域にそういうものがたくさんあると思うので、サ

ークルならサークルだけではなくて、そういうものを取り入れていくというのは、非常

に大賛成です。 

 

【委員】だから文化部も、多分町民センターのホールで春休みにやらせていただいてい

るのですかね。ああいう大きなものばかりではなくて、ちょっとショートなやつ、中く

らいなやつをちりばめていけるといいですよね。文化部とボランティア系は中学生は入

り込む余地はありますよ。運動部はもうダイヤがぴしゃーっと入っちゃっているから、

無理ですとなってしまいますけれども。 

 

【委員】公民館まつりに中学校を呼ぶときにポイントとして、学年末テストと時期をう

まくずらしていただけるといいと思います。 

 

【委員】それがありますね。あと、お手伝いをお願いしていても、やはり受験だとかい

って断られることが何回もあるのです。 

 公民館まつりは、雪が降ったりとか、自然的なものもあって前から時期的にずらそう

とかという話はあるので、そういう考えは多分あると思うのですが、年間の行事を考え

ると難しいのですね。 

 

【委員】先ほどの子どもの発表、展示ということで、北部公民館の応援コンサートで丘

中の吹奏楽部をお願いしています。そのときはやはりたくさん保護者が来ていました。

一般の音楽をやられている方々を募集してやっているのですが、なかなか若い子が集ま

らないということがネックなのです。中学を卒業しても吹奏楽をやっている子たちを呼

びたいと思っているのですが、なかなか声をかけてもいい人材が見つからない。でも、

本当にいい人材が、地域の教育力として、いろいろな力を持っている人たちに公民館に

来てもらえればいいと思います。それがいろいろなところにつながってくると思うので

す。 

 あとは、ちょっと話し合ったのですができなかったのは、本当に子どもたちの発表で、

例えば夏休みの絵画、絵を描いてもらったものは全部貼れればという話がありました

が、それは、物理上、無理だろうということで、結局、選ばれた子たちだけで貼ったの

ですよね。 

 

【町民センター館長】そうですね、すみません全部は飾れていません。 
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【委員】本当は全部飾れれば親たちも自分の子どもの絵を見に来るだろうと。そうする

といろいろなパンフレットが置いてありますから、公民館はこんなところだ。そういっ

たことでつながってくるというところで情報提供の場所として考えてはいるのですけ

れどもね。 

 

【委員】吹奏楽部は全体になると 30 人とかになって、運搬費も出てしまうので、アン

サンブルといって、例えば小舞台でやるとか。中高生はちゃんとつながっているのです

よ。卒業生でフルートのところは先輩とつながっている。そうすると、中高をくくって

例えばアンサンブル公民館さわやかコンサートとか、ミニでもっていくといいと思うの

です。そうするとその周辺、後輩が集まる。親が来るという。お年寄りをターゲットに

するとか、何かいろいろな企画が考えられるとは思うのです。 

 

【委員】そういう情報が欲しくて。今回は、応援コンサートはちょっと集まらなかった

ので。また来年度も行いますので。ありがとうございます。 

 

【委員】学校の先生の顧問に通じると、すごくあるかもしれません。 

 

【委員】こういうのも 1つコミュニティースクールの発想だと思うのです。がちっとし

たコミュニティースクールを考えるのではなくて、学校を開いたり、閉じたり、出した

り、入れたりという。僕が考えているのは体育祭なんかは一番いい席に何でこんな大人

が座って、先生とお偉いさんが座ってしまうので、お年寄りを入れたり、来年度少し変

えないといけないと言っているのですけどね。 

 

 

6．報告事項  

(1)平成 30年度 12～ 1月事業実績・ 3月事業予定（資料 3・ 4・ 5）  

・資料 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。ただいまの説明に対して何かご意見とかご質問はご

ざいますでしょうか。 

 

【委員】済みません、細かいことで 1つ、北部の生涯学習推進員事業の記載が漏れてい

るので入れておいてください。 

 

【町民センター館長】済みません、資料の訂正を私のほうから改めて。3ページの北部

公民館の実績なのですが、クリスマスピアノコンサートとお飾り作り教室が生涯学習推

進員事業という表記が抜けておりました。大変失礼いたしました。 

 

【議長】ほかはないでしょうか。 

 

【副議長】私だけが知らないことかもしれないですけれども、教えていただきたいので

すが、図書館でおはなし会というのを開催しています。北部ではおはなし図書館、南部

ではおはなし広場という講座が行われていますけれども、図書館と公民館とお互いに交

流はある中でやられているのでしょうか。 

 

【総合図書館長】そうですね。ただ、同じボランティアの方が図書館でも公民館でもや

られているというケースはあります。 

 

【町民センター館長】両方にやってくださっているボランティアの方も含まれているよ

うです。 
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【副議長】なぜ聞いたかといいますと、非常に関心があるような講座で皆さん、通年継

続されてやられていらっしゃるので、いわゆる両方でやられているんだったらスパイラ

ルアップされてどんどん切磋琢磨の上でいいものになっていくんじゃないかなと思っ

て。私だけ知らないのであれば恥ずかしいのでお聞きしただけです。 

 

 

（施設再編課職員 入室） 

 

 

7．その他  

・寒川町公共施設等総合管理計画の進捗状況について（資料6） 

  資料6について施設再編課から説明 

 

【議長】ただいまの説明に対しまして意見等、ご質問がございましたらお願いします。 

 

【副議長】私は、今、図書館部会へ入っておりますけれども、その中で「本が大好きな

寒川の子どもたちを育てるために」という協議テーマに関して部会委員の中からは図書

館を利用してもらう観点から 2つ方策があります。イベントを開催することによる集客

対応、要は本に関する映画ですとか図書館まつりとかそういう部分ですね。もう一つは、

本を読んでもらうための対策ということで、ある程度、多機能化してもらって集客とい

うことも考えているということだけ申し添えておきます。 

 

【施設再編課】ありがとうございます。今後も連携して図書館のあり方というのも今後

必要になってくる部分はあろうかと思いますし、活性化することは私たちも望んでいる

ところではありますので、今後も研究していただいて情報の共有をしていただければと

思いますのでよろしくお願いいたします。 

 

 

・町民センター館長から町民センターのホールについて当初の予定どおり 4月 1日か

ら、貸し出しを再開する方向で工事を進めている旨の報告。 

 

 

8．閉会    

仲田副議長  

 

配付資料 

資料 1 すべての世代がつどう公民館を目指して  

資料 2 平成 30年度図書館部会協議事項の経過について  

資料 3 平成 30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）  

資料 6  寒川町公共施設等総合管理計画の進捗状況について  

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 
・原千秋    ・江藤恵子 

（平成 31年 3月 20日確定） 

 


