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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 3回公民館部会  

開催日時  平成 29年 10月 27日（金）午前 9時 30分～ 11時 40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：鈴木委員 (部会長 )  佐藤委員 (副部会長 ) 杉山委員  

欠席者：平本委員  田邊委員  

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  佐々木町民センター副館長  

      堂前北部公民館副館長  渡辺南部公民館副館長  

傍聴者：なし  

議 題 

報告事項 (1)モニタリング評価について 

     (2)公民館事業中間報告について 

協議事項 (1)平成３０年度公民館事業計画(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 

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    杉山委員・鈴木部会長  

 

4．報告事項  

(1)モニタリング評価について (資料 1) 

  ・事務局から資料 1モニタリング票追加項目及びモニタリング評価概要

について報告  

 

【委員】ちょっと広域的な話なんですが、前回のモニタリングの時も場が違ったのでお

話ししなかったんですが、あの時も感じていて、今も当然感じているのですが、ここに

書かれているいろいろな管理アイテムは、従来の直営の時にやっていたものと基本的に

は同じもの。 

 場がきれいになったとか、明るくなったとかっていう、利用者からもそういう声が聞

こえている中で、なぜ直営の時にそれができなかったのか、何がそれを邪魔させたのか

というところがどうもよくわからなかった。人が介在して行っているものなのに、指定

管理者が入ったらできるようになって、直営ではできなかったというのは何なのだろう

と、体制の問題なのかなと思った。いろいろと考えても結論が出なかった。実際に運営

をされていた立場から町や教育委員会の問題点を言っていただきたい。それを今日お伺

いしたいなと思っていた。非常に上手に管理されているというのは前回申し上げたとお

りなので、その上で実際どうなのかなという、そんな思いです。 
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【事務局】今、委員のほうからご意見がございましたので、センターを中心に見てきた

部分での発言になりますけれども、させていただきます。 

 私は 3年前にこちらのほうに館長として来た中では、1年で人事異動が行われるとい

うことがありました。そういった意味ではオーエンスさんも今年 1年目ですけれども、

視点が最初から、まずはきれいにしていこうというふうなところの目線、できることか

らやっていこうというような視点が伺えている部分が私は感じますけれども、まず、私

が来たときには、職員のほうが結構ばたばたな状態で事務を行っていたという状況があ

りました。 

 なぜそのような状況になってしまったかというと、適材適所という表現がありますけ

れども、そういった意味では、その部分ではなかなかそういうふうなところに至ってい

ない部分があったのかなと感じています。ただ、その中でも、できることをやっていく

という視点はありましたので、指定管理者に変わって、その違いがはっきりわかってき

たという状況があったと思います。 

 毎年そのような状況だったので、職員が、場所が変わったりというふうなところでは、

そのことをまず覚えながら、事業展開をしていくというような形になりますので、そう

いった意味では、なかなか今のオーエンスさんとは違った意味の運営になっていたのか

なと思います。 

 私どももできるだけ目についたところについては改善していこうというようなこと

は思っていますけれども、なかなか思うように、その部分ができていかなかったという

状況があったと個人的には思っています。そういった意味では、指定管理のほうになっ

て、目線が職員目線から変わっていったことによって、利用者のほうの対応というか、

考え方もきれいになったというふうなイメージのほかに、よくなった面もほかにもいろ

いろありますので、今は、そういった意味ではいい方向に行っていると感じています。 

 

【委員】今のお話で、公民館というのはもう 40年以上たつわけですよね。それで、い

ろんな努力をして、ここまで持ってきているんだけど、今回の体制が変更になって、幾

つかの違った点が出てきているというお話もあるんです。やはり、ここら辺のところは、

所轄は教育委員会ですから、教育委員会がなぜこのようになったのか、あるいはそれを

直すことができないがために、今回のような指定管理のほうに異動したのかとか、いろ

んな理由があろうかと思うんですが、やはりここをしっかりと見きわめ、検証した上で、

いわゆる横横の連携というか、教育委員会だけではなくてほかの事業がありますよね、

そういったところにいい事例として申し伝えることができるような、そんなようなこと

をぜひしてほしいなと思うんです。今回は教育委員会だけのお話になりますけれども。 

 

【部会長】役所というのは適材適所というのを人事異動のときにやるものなのか、それ

ともローテーションで、できようができまいが構わず 3年たったら行きなさいってなる

のか。民間では適材適所というのは結構やっている。経緯がわからない人にいきなり行

けって言ったって役に立たない。こういうサービス的なところにあんまり携わってない

人が来たときはまごつくと思う。だから、先ほど言われた苦労はよくわかる。公民館が

初めてで、利用者の会のことから何から、引き継ぎは 3日でやれと言ったって無理な話。

話を聞いてみて、行けと言ったから来たのでしょうけど、大変だったろうなと思う。利

用者の会の総会なんて、資料のつくり方がわかんないので、周りの利用者が教えた。そ

こから組み込んでいったのだから、大変。だから、適材適所というのはある程度、こう

いうところには、前に行ったことがあるとか、ちょっと知っているようなところが、こ

うやったほうがいいというのが使えるのかなと思った。そういうのはやはり考えたらき

りがないのか。 

 

【事務局】特にこうやっているという方針を説明されたわけではないのですが、やはり

役場の職員というのは、20年、30年の中で全部経験するみたいなところはあります。 

 

【部会長】それは町長が言っていた。人材育成のためにいろんな体験をさせるのだと。 
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【事務局】役場の場合、どちらかというと、地域というか、何でもオールマイティーに

というところはあります。昨日まで福祉をやっていたものが 4月になったら税務に行く

という、税務が終わったら今度は都市計画に行くという、それはなぜならばその職員が

トータル的に上のほうに行ったときに、やはり全庁的に、町的に全部見えていなければ

という視点は欠かせないところで異動というのは一つあると思います。 

 

【部会長】難しいんだね。 

 

【副部会長】もう 10年ぐらい前に、3日前に変わったばかりの部長が説明に来て、「ま

だ引き継いだばかりだからわからない。」と言ったので、「来るな。」と言ったことがあ

る。3日前に変わったのはこっちもわかっている。確かに今言ったようにころころ変わ

るからわからないのは当然だけど、わからないからっていうことは言ってはいけない。

今勉強中ですとか、やはりここは間違うといけないので別の人に説明させますとか、何

か言い方あるだろうと思うが、「わかりません。」と言ったから、「おまえ来るな」って

言ったんですよ。だから、やはりころころ変えられて大変だなと思う。だけど、確かに

言われる意味はわかる。いろいろなことを経験して、でも、それを乗り越えた人は上に

行くんだけど、こうされるとずれていくのかもしれない。 

私の一番の感覚は、応援したい。やはり指定管理者は民間的なイメージを非常に持っ

ている。その差が一番大きいかなと思っている。 

 町の職員というのは、ガードすることはないが、率先してやることに対しては非常に

慎重。私が見返してみるに新しいことをやるときは本当に大変だと思う。だから、それ

は確かに失敗してはいけないというのもあるかもしれないし、あと、前例がないとなか

なか予算もとれないとかいろいろあると思うんだけど、そういう面の差が、今回オーエ

ンスさんにかわって、そういう面で民間的なイメージのところが結構入ったなという感

じがして、その差が少し出たのが今回の評価で非常にいいという評価になったところの

一面があるなと私は思います。 

 

【委員】今回オーエンスさんが入って、ある 1つの視点に立って、そういう 1つの視点

というのは、町民の価値を最大化するような提案をしていってもらえるというような、

その 1点に尽きるということに関しては、とてもいい、今、滑り出しではないかなと、

今の話がいろいろとあったと思うので、これはこれでよかったと思うんです。ぜひ引き

続きよろしくお願いしたいなと、僕なんかは特に思っております。 

 

 

(2)公民館事業中間報告について(資料 2) 

  ・指定管理者から資料 2説明  

 

【委員】青少年期とか充実期とか円熟期というのは、おおむねどの辺の年代を想定して

いるのでしょうか。 

 

【指定管理者】今手元に資料がないのですが、きっちり年代別に定められています。何

歳までという年齢によって分けてあります。 

 

【委員】なるほど。想定はあることはあるとういことですね。わかりました。 

 

【副部会長】センターでやっている子どもサイエンスフェスティバルは私もボランティ

ア団体で参加しているが、お昼がないのが欠点。だから、午前中でやめるのだったら午

前中でやめたほうが正解。午後まで続けると、食べ物がないともたない。それは公民館

まつりも同じですけれど、食べ物があるから、午前中から来た人も午後までいてくれる。

何でそんなことを言うかというと、今年もそうだけれども、やった後にカブトムシをあ

げますというんです。これは 2時半に終わるから、2時半に来てくださいねと言うんで

すよ。欲しいと言った子が 8人か 10 人近くいたんですよ。だけれども、実際は、１人
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しか来ないんですよ。ということは、午前中で、お昼を食べたら帰ってこないんですよ。

だから、午後からやるんじゃなくて、食べるものがあれば、そのまま残る子が結構いる

が、ないから、お昼で切るならお昼で切るのが正解だと私は思います。それは我々も参

加していて毎年思っていることで、自分たちはお昼を用意するんだけれども、子供たち

はお昼がないと、親もそうだけれども、そういう面があると私は思います。 

 

【部会長】南部の敬老室開放事業の中で、囲碁と将棋が最後にありますね。これ、参加

者が月に 240 人というと、1 日に平均 7、8 人以上ですよね。ほとんどがシルバーでし

ょう。猛烈に囲碁と将棋をやる方が多いですよね。こういう人の中から何かいい軍団か

知恵をかりて、普及活動にアドバイスしてくれというのを働きかけて、何か上手にお願

いすれば引き受けると思う。そんな気がする。私も将棋の例会をやっていて、会員が

14人しかいないんだけれども、大体 8人から 10人ぐらい来ているんですよね。ふらっ

と来る人は、神川橋渡って平塚から自転車で来るんですよ。藤沢の人もふらっと来るん

です。ここへ来てやるんだけれども、南部へ行けば毎日やっているよと。結構いるんで

すね。夏なんて、こんな涼しいところで好きなことをやらせてもらえてありがたいよな

なんて、結構本音を言う人がいるんですよね。 

 もっとわかったのは、しゃくし定規に何か運ぶとこの人たちは嫌う。「会員になって

よ」、「いやあ、俺、きついこと嫌いなんだよ」。そういう人がいますよ。ラフにふらっ

と、気分が向いたときに行って、やってというような人がいるみたいです。だから、も

しこの人たちに何かアドバイスを頼むんだったら、講師をお願いしますなんて言ったら

まず引き受けない。ちょっとしたアドバイス、あるいは子供の相手をしてやってくれよ

というやり方だったら、縁台将棋で鍛えた人たちだから気軽にやってくれる。難しい講

師の形をとると、まず引き受けない。自分が楽しむのは好きだけれども、人に教えるの

は得意じゃないという人は結構いますからね。こんなにいるのに、もったいない。月に

500人も。同じ人が結構いるんでしょうけど。ふとそんな気がしました。通しでやって

いてもほかではこんなことはない。南部はすごいなと思った。 

 

【指定管理者】今もやっている方は大体もうずっと来られているんですけれども、ちょ

っとお声がけして、クリスマスに手伝ってとか、そういう話は少し始めたり、あと、将

棋は藤井君でブームになっているので、小学生が来たときにちょっと教えてあげてぐら

いのことは頼んだりしています。 

 

【部会長】大した人数が集まったなと思って、びっくりした。 

 

【委員】この年代の中で、青少年期とか幼少期というのはいろいろとあるのですが、青

少年期が圧倒的に多いですよね。この中でもいろいろとやっている中で、公民館という

のは、基本的には社会教育現場としての最前線にいる場ということを考えると、本来の

小中学校でやるべきようなものもかなり入ってきているという状況にあると思うんで

すね。つまり、社会教育というようなカテゴリーから逸脱している可能性もあるなと思

えるんですね。ただ、これは教育委員会がこういうことで、何か知らないけれども、す

み分けているのかもしれないですが、もう少し小中を外れた、もっと上のほうとか、あ

るいは読み聞かせはやっているけれども、下のほうとか、この辺のところをもう少し充

実するということが必要ではないのかなと。先ほどの南部の中で囲碁とか将棋とかとい

うような、この辺のところは、社会教育としてはとても重要なところではないのかなと

思えるんですね。だから、気持ちよく、あるいは楽しく皆が集って、仮に毎日来ている

方であっても、できれば上手になったから皆さんに教えるとか、お話ができるようにな

ってくれるといいなと思うんですが、そんなような仕掛けもぜひ検討してもらえたらい

いのかなと思います。 
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5．協議事項  

(1)平成３０年度公民館事業計画 (案 )について (資料 3) 

  ・指定管理者から資料 3説明  

 

【委員】北部公民館の 37 番のさむかわを知ろう講座は、来年度は今年度も含めてやれ

ないということなんですが、今、寒川に住んでいる方の約 70％は寒川町以外から来ら

れている方という統計がもう出ている中で、何か知らないけれども、寒川に住んでいる

という人が多くなっているように思えるので、寒川というのはこういうところなんです

と。それは太古の昔からさかのぼって、実際に今こうなっているんだというような話ま

でできるような、寒川人としての基礎を身につけてもらうための講座は何としても 3

館共通で行ってもらえるような、しかも、文書館に詳しい職員もいらっしゃるし、場合

によっては、寒川神社の学芸員さんはかなり古いところまで知っている。そういう人に

お願いするなりして、これは続けてもらえるとありがたいなというのが 1つ。 

 それと、北部公民館で陶芸教室というのがあるのですが、これはシニアが多いんじゃ

ないのかなと僕は勝手に思っているのですが、1回だけなんですよね。陶芸に来るのは、

粘土をひねくり回して何か造形をつくって、それを固めるというようなときに、つくる

のはどなたでもできるんだけれども、固めるのができないんですね。つまり、釉薬を垂

らして焼き固めるときですね。そういう設備が実は今どこにもない。たまたまシルバー

人材センターにはもう何年も使っていない立派なものがある。なぜ使っていないのかよ

くわからないけれども。電気炉だとは思うんですけれども、ああいうようなものも活用

を考えて、毎月必ずやるというような講座にするのを検討いただいたらどうかなと思っ

たりしています。ほとんど今、民間に流れていて、寒川町の中で陶芸教室をやっている

ところがあるのかどうか、僕はよくわからないんですね。 

 そういう中で、南部の一之宮を再発見しよう講座というのはぜひやってもらいたいと

思うんですね。 

 

【指定管理者】さむかわを知ろう講座、地元のことなんですけれども、これは少し観点

が違うかもしれませんが、3月ぐらいまでにもう少し具体化しようと考えておりまして

載せていないんですが、寒川を知らせようプロジェクトというのを考えておりまして、

皆さんに寒川の特徴をＰＲする動画をつくりたいと思っていまして、そういう企画を考

えております。答えにはなっていないんですけれども、そういう方面のところは少し考

えております。 

 それから、今の陶芸教室なんですけれども、おっしゃるとおりに焼く設備がないので、

陶芸の先生ともお話ししたんですけれども、電気炉だと温度が問題で使いづらいような

こともおっしゃっていて、設備的な問題もあるので、焼くところがないと手間がかかっ

てしまいまして、開催するためにもお金がかかるという問題がありまして、マイナスの

ことばかり申し上げて恐縮なんですけれども、そういうこともありまして、少し壁があ

ります。 

 

【委員】そうですね。北部とシルバー人材センターは近いですから、一度当たっても

らったらいかがですかね。あれは町のお金でつくられたものです。現在は、年間約 2

千万ほどの補助金が出ている団体ですから、町の要請というか、公民館の要請というこ

とであれば、むげに断ったりはしないと思うんです。そういう意味で、うまく使ってく

れるといいのかなと。電気炉というのは僕のうろ覚えですから、何とも言えないですが、

あるいはもっと別の熱源を持っているのかもしれないですから。そんなものもあるし、

そういうのを使わせてもらえるのであればとも思う。 

 

【指定管理者】わかりました。少し調べます。 

 

【委員】昔、シルバーでは陶芸教室をやっていた。それがどういうわけか、どこからか

やめてしまった。それは理由があるんだと思うんです。 
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【副部会長】あれは、確か要はつくる人が固定されちゃって、教育じゃないという格好

に言われてやめたと思う。同じ人ばかりだから、そうすると教育じゃないでしょうとい

うので、新しい人が何人か入ってきたら教育だけれども、同じ人がずっとやっていたら、

ほんとうに教育？ と思うでしょう。 

 

【指定管理者】サークルのほうも、人が減っているので危機感を持っていらっしゃるん

です。 

 

【副部会長】サークルならわかるけれども、シルバー人材センターは教育として陶芸を

始めた。ところが、やるたびやるたび同じ人ばかり来て、同じ人がつくって帰るだけだ

から、そうすると、ほんとうに教育？ という。新しい人が入ってくれば、私は教育だ

と思うんだけれども。サークルなら別ですよ。サークルだったら、同じ人だって当然い

いわけですよ。でも、教育という名前をつけると。シルバー人材センターはたしか教育

とつけたと思う。それで、多分なくなっていったんじゃないかと、私も一度だけ行って

そう思いました。 

 

【委員】でも、教育という区分けをすると、やはり何かあるかもしれませんね。 

 

【副部会長】だから、サークルとして続ければ、同じ人だって、別にいいわけですよね。

ところが、そんなイメージでなくなったと思う。 

 あと、37番のさむかわを知ろう講座は、これで大体 13回ぐらいやっている。結構人

気があるので、本当は講師が引き受けてくれればまだ続けるつもりだったが、忙しいか

ら、今年は受けてもらえなかったからやめた。寒川町を本当によく知っている人だから、

本当は来年も頼んだらやってくれるんじゃないかなと、私の勝手な想像なんだけれど

も。だから、1回ここで、今回はちょっとご破産したけれども、来年もまた相談してみ

て、復活してもいいんじゃないかと思う。 

 煎茶のほうは、とにかく去年も今年も少ないから、2年続けて少ないんだったら、や

はりやめるべきだろうということで、この前打ち合わせをして、これは中止した。さむ

かわを知ろう講座は結構人気なんですよ。今は工場見学をやったり、神社を見たり、神

社は 2回行っている。町の歴史ルートが 3コースあってそれも歩いたし、水害の場所を

見たりとか、いろんなトピックス的につくってやってきたんです。だから、やはりあの

ぐらい知っている人じゃないと人に説明できない。本当は続けたい。 

 

【委員】知ろう会は、やはり寒川人としての立ち位置を、シニアを含めて理解をさせて、

やはりその上に立った上で寒川町の諸活動に参加をしなくてはならないと思わせると

いう、極めて基礎的な、基本的な事象ではないかなと思うんです。今、宙ぶらりんだか

ら何をやっているのかよくわからないし、病気になって、病院で死ぬ。今は 99％が病

院で死んでいるというんですよ。こういうご時世の中で、薬とか、いろいろと問題をや

ってもらうのはいいんだけれども、まず寒川人は、やはり固定資産税とかその他を払え

ばいいんだじゃなくて、それを少し推してもらえるといいなと思います。 

 

 

(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 4）  

  ・指定管理者から資料 4説明  

 

【委員】提言の内容ですけれども、これだと、多分発散しているだけなので、やはりさ

っきもちょっと言いましたように、寒川に住んでいるという自覚を持ってもらうという

のをここに入れてもらえたらどうかなと思います。ただ単純に、さっき言ったように、

税金を払っていればどこに住んだっていいんだとか、そうではなくて、やはり歴史を重

んじながら、自分の立ち位置をしっかりと踏まえて地域活動をしていくような仕掛けづ

くりとして公民館とか図書館があるんだというふうに持っていってもらえるといいの

かなというようにも、ちょっと思えます。つまり、自覚なんです。福沢諭吉さんがよく
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言っている、国に頼らず国を思うということ、頼りはしないけれども、国を非常に思っ

て活動しているよということです。ああいうことが、何かここに入ってくるといいかな

と思います。 

 それと、今後の公民館・図書館に期待することは、これで僕はいいと思いますし、も

っと具体的に書いてもいいのかなと思います。やはり物事を伝えるときは、単純か明確

かという、この 2点を外れたときは大概伝わらないんです。ですから、くどくど書くの

ではなくて、こういうふうにしますとか、こういう要望があったのでこうしますという

話のほうがわかりやすいと思います。だから、これはいいのではないかなと思います。 

 

【事務局】今の最初の提言というのは、黒丸の 2つ目のところにそのようなものを入れ

たほうがいいということですか。 

 

【委員】ちょっと接頭語で入れてもらえる余地はないでしょうかと。 

 

【副部会長】何か、最初に入れたほうがいい感じがする。 

 

【委員】最初の「提言にあたって」ですか。「提言」の頭という意味ですか。 

 

【副部会長】この「提言」のところに。 

 

【委員】要するに、町民としての自覚という意味合いを、何か入れられませんかね。 

 

【副部会長】「利用者の集まりやすい環境づくり」というところの最初に入れられる。 

 

【事務局】それより前段にということですよね。 

 

【委員】そういうことです。下のほうはあくまでも具体的なお話ですから、やはりやる

べきことをせずに権利だけ主張したってだめだよということを言いたいわけです。 

 

【副部会長】だから、「提言にあたって」というよりも、「提言」の中に入れるのかな。 

 

【委員】多分、この提言というものが具体的に文書化された場合に、やっぱり文言とし

て残ると思うんですよ、ずっと。だから、よりそこら辺のところを、どういう文言にす

るか考えてもらえるといいと思います。 

 

【事務局】ちょっと検討させていただいて、皆さんにお示ししたいと思います。 

 

【副部会長】入れたいよね。そういう、自覚というのか、自分の立ち位置というのかを、

やはり求めるというのは言い過ぎだけれども、でも、そういうことを自覚してもらいた

い。批判する人はいっぱいいるが、それなら、あなたはどうしたらいいかと言うと何も

言わないのが多い。でも、わずかでも進歩的なことを言ってくれると受け入れやすいよ

ね。だから、そういう意味の文言をどこかに入れたい。どこなのかな。 

 

【部会長】3行目の終わりで、「第一に事業、サービス面の向上を考えるべきである。」

その次に、「公共に頼るばかりでなく、自己を、生涯学習で自立という面も、町民も必

要だ」ぐらいなことが入ればいいのでは。 

 

【副部会長】私は、最後のほうの 4行がある。その前あたりに入れるのかなと思った。

そして、ここは、「公民館、図書館が地域に開かれた」という格好だから、ここかなと

思ったんだけれども、どうでしょうかね、入れるとしたら。やはり自覚というのがあっ

て、公民館はこういうものみたいなかたちだといい。 
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【委員】そうですよね。これは文字起こしすると結構いろいろな問題を起こすんですよ

ね。基本的には、今年度から指定管理者制度が入ったということなので、こういう制度

に切りかわったというので、改めて我々は、いい機会なので、もともとの立ち位置を確

認した上で具体的にこんなことをしていこうという、まさに起承転結っぽい文章にした

らどうでしょうかね。まさに提言の前じゃないかと。前というか、最初に。 

今回、指定管理者制度の導入に当たって、もともとあるべき我々寒川人としての立ち

位置をかくかくこうこう考えていますということから入ったらいかがですかね。 

 

【副部会長】そうかもね。 

 

【委員】できれば文学的な表現が欲しい。 

実際のところ、僕は福沢諭吉さんに凝り固まっているんだけれども、独立自尊という

のがあまりにも今の人はなくなってきた。本当にないと思うんです。ですから、やはり

自分をきわめて、その上で自分が何ができるのかということを説いていく。決して、地

域が、あるいは国が自分のために何をしてくれるのかではなくて、逆ですよね、のため

に我々は何ができるかということを考えることは、決してケネディさんが言った言葉じ

ゃなくて、あれは福沢諭吉が言った言葉だったんです。ケネディさんはどこにも文言が

残っていないんだけれども、福沢諭吉さんの言葉をまねしたはずです。 

 

【部会長】そういう提言をすることによって、教育委員会では 30 年度の重点施策の中

にも何かを生かしていこうと、こういうことでいいんですよね。 

 

【事務局】そうですね。 

 

【部会長】こういうのを来年つくるときにはこういう提言を踏まえて、多少なりとも形

になっていくということですよね。 

 

【事務局】また入れていかなきゃおかしいと思います。 

 

【委員】もう一度確認しますが、この提言というのは誰が誰に対していつするのか。 

 

【部会長】教育長に社会教育委員会議として提言する。 

 

【委員】教育長に。いつ。来年度？ 今年度末？ 

 

【事務局】今年度末です。 

 

【委員】そういうことであれば、なおさらのこと、この文言のところは、相手が相手だ

けにちゃんとしておかないとまずいですね。本当に残るんですよ文書として。 

 

【部会長】提言は提言書としてまとまるんですよね。 

 

【事務局】もちろんです。 

 

【部会長】そうですよね。 

 

【委員】この文書は事務局でまとめ上げてくれるわけですか。それとも、それをベース

に、たたき台にして、いや、こうしよう、ああしようという話にしていくということな

んですか。 

 

【事務局】基本的には、今年度はこの形です。 
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【委員】この内容というのは、下のほうがいろいろとあるけれども、ここでいろいろ話

をしていることをこういうふうにまとめ上げてくれているということですよね。 

 

【事務局】ここでというのは。 

 

【委員】要するに会議でいろいろと打ち合わせをしたことを、提言というよりか、こう

したほうがいいんじゃないとか、こういうことが喜ばれているということを、今後の公

民館に期待することというところにざーっと書いてあるわけですよね。 

 

【事務局】はい。 

 

【委員】ですよね。だから、そういうものの頭に何をくっつければいいかというのが提

言なわけですよね。これについて上手につくってもらえるといいなと、平ったい言葉で

言うと思うんですよね。 

 これは、事務局がつくってくれたとしても、社会教育委員会議として提言することに

なるので、我々もそれだけの責任を、やはり負わないといけないということになります

よね。だから、はい、一丁上がりというわけにはいかないですね。 

 ご苦労ですけれども、今のやつを入れたものでつくってもらって、あくまでもたたき

台であって、添削をします。なぜならば、社会教育委員会議として出すということであ

れば、会議での話をもう一度見ないといけないですよね。 

 

【副部会長】そう。私もそう思う。やはり 1回、責任はわずかでも、みんな持たなくち

ゃいけないわけだから。 

 

【委員】これを提言するのは部会長からの話になるわけですね、教育長に。 

 

【事務局】いや、これは全体の話なので。 

 

【部会長】全体の委員会で出すんでしょう。 

 

【副部会長】こっちではなくて本会のほう。本体のほうの提言に。 

 

【部会長】社会教育委員会議 10人の名前で。 

 

【事務局】ですので、今日午後に図書館部会もあるので、図書館部会でも同じ内容で諮

っていただいて、そちらで修正が入れば、そちらの部分もつけ加えた形で、また皆さん

に見ていただくという形にさせていただきます。 

 

【副部会長】向こうから出ないとしても、今みたいなのをどうしても入れたいよね。 

将来を考えてもね。何か、やはり町民もそういう意識を持っていただきたいというのが

裏にあるんだけれども、どうもそれを文書として残しておきたいよね。責任はあるかも

しれないけれども、そう思うんだよね。 

 

【部会長】「ただ単に指定管理者の持っている優良事例を取り入れて事業展開すればよ

いのではなく」この辺に何か入れて、そして、「利用者や地域住民とのかかわりを大切

にし、意見を取り入れながら」とこの辺にちょっと、入りそうだね。 

 

【副部会長】どこか、うまいところを見つけて。 

 

【部会長】図書館部会でも出るだろうから。その辺にちょっと、何となく「優良事例を

取り入れて」ではなく、自立した何とか、町民とかみたいな形になっていくのか。公助

ばかり頼らずとか何とか、よく言うじゃないですか。その辺が入ってくるといい。 
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【委員】ぜひ入れてほしいのは、今言った寒川人としての立ち位置と、今言われたよう

に、要は災害が起こるとか何だかんだというとき、自助とか、あるいは最終的に公助が

必要なんだけれども、そういう中で、やはりものすごくタイムディレーが起こるんです

よね、公助までいくと。そうなると、どうしても自助は最低限でやっておかなきゃいけ

ないけれども、共助という意味での地域人としてのつながりを強くするのが、実は公民

館とか図書館の役割の 1つでもあるわけですよね。だから、寒川人であるという認識を

持って、向こう三軒両隣とかかわりを持つことによって、一朝有事のときは、あそこに

はおばあちゃんがいたよねというのがぱっと出てくるわけですよね。それが今、希薄に

なっちゃって、横にいる人がわからないし、名前すらわからないなんていうのが結構あ

る。それをどうしようかということが、もともとの社会教育委員会議の中の大命題でも

あったわけです。それで、人に出てきてもらうことによってコミュニケーションが生ま

れるよという、その出てくる場所に公民館があったり、図書館があったり、地域集会所

があったわけです。でも、今の地域集会所といったら、もう惨たんたる状況で、ほとん

ど使われていない。でも、廃止すると言うとみんなで怒る。とんでもないことをやって

いるわけです。ですから、そんなものが何かここに入ってくれるといいなということを

言っているだけですから、上手な言葉を選んでもらえればなと思います。 

 

【部会長】取り組み施策、地域住民の教養文化の向上並びに豊かな人づくりあたりを合

わせて、何か入れられるといい。 

 

【委員】もううたわれているんですよ。 

 

【部会長】よろしいでしょうか。時間も予定時刻が近づいてまいりました。 

 それでは、今お話ししたとおり、事務局のほうでちょっとまとめていただいて、ひと

ついいものをつくっていただきたいと思います。 

 

 

6．その他  

 

【委員】前回、モニタリングに参加させてもらったんですが、総じて僕は、いい印象で

あったわけです。ただ、町の求めている要求事項と町民の求めている要求事項とはおの

ずと乖離があるというのはもうよくわかって、あのときも申し上げたんだけれども、管

理よりも運用を重んじてほしいと。今回、随分運用面で幾つも出てきているのでとても

いいなと思っているんですが、やはり管理はあくまでも管理なんです。管理からは、実

は新たなイノベーションは生まれません。公民館とか図書館はイノベーションを生むた

めの場所なんです。管理をしてたって何にもならない。本当に何にもならないんです。

だから、運用面で人が集まってきてくれて、自由闊達ないろんな意見があって、触れ合

いがあったり、語らいがあったりするような場をどうつくっていくと。それで、そこの

中から、ああ、こんなことという気づきが出てくるといいなという思いでいるわけです。

ぜひ、さっき言った評価項目がいろいろあって大変だと思うんですけれども、管理なん

ていうのは、企業で言えばあんなのは一丁前、簡単ですよね。あんなのは全然問題なく

できてしまう。企業の人だったらできてしまうのです。問題は、運用面でニーズを見て、

それに対するカウンターをどう出していけるかというのは、実は運用なんです。だから、

全体が 10だとすると、管理が 2、3ぐらいで、あとは運用のほうで汗水かいてほしいん

ですよね。汗を流してほしい。という意味合いで、ぜひ自信を持ってやっていただける

といいなと。我々も汗を一緒にかきますよ、同じ寒川人として。よろしくお願いいたし

ます。 

 

・次回の部会の開催予定について   

2月 6日 (火 )  9:30～  町民センター会議室  

・再度参加案内をさせていただいた 11/13(月 )県社会教育委員連絡  

協議会清川村会場の参加者が決定した旨の報告  
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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 ) 

                         平本議長・佐藤委員参加予定  

 

 

7．閉会    

佐藤副部会長  

配付資料 

資料 1 指定管理業務モニタリング票 (施設類型Ⅱ ) 

資料 2 平成 29年度公民館講座事業実績 (4月～ 9月分 ) 

資料 3 平成 30年度町民センター・北部公民館・南部公民館事業計画一覧表  

資料 4 「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 
・鈴木英之    ・杉山光生 

（平成 29年 12月 7日確定） 

 


