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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 4回公民館部会  

開催日時  平成 30年 2月 6日（火）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  

出席者名及び

傍聴者数 

出席者：鈴木委員 (部会長 )  佐藤委員 (副部会長 ) 平本委員  田邊委員  

杉山委員  

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： 1人  

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    平本委員・田邊委員  

 

4．報告事項  

(1)モニタリング評価について  

  ・事務局から平成 30年 1月 30日実施モニタリング評価概要について報告  

 

【委員】全般的にずっとお話を伺ったり、実際に利用者として公民館を使わせていただ

いていることを前提に考えたときに、公民館というのはもう 50年、60年の歴史がある

んですが、時代が変わってきている状態の中で、公民館のあり方というのはもうちょっ

と根本に戻って考える必要があるのではないのかなと思うわけですね。 

 端的にそれを示しているのは、1945、6 年の終戦直後の平均年齢というのは大体 50

前後なんですね。いろいろな時代的な背景があって、50 歳くらいまでしか生きられな

かったのが、今は 90に近いところまで倍増してきている状況の中で、ニーズが変わっ

てきているはずなんですね。当然、変わってくるのに対応していく中で、でも、文言を

見ると、そういう項目が一つもないので、考えるべきではないのかなということを常に

思いましたね。やはり一歩も二歩も先に行く必要はないけれども、今までの殻を脱皮す

るような公民館体制、あるいは公民館のあり方を指針の中で示していく必要が出てきて

いるではないのかなと思いました。 

 

【部会長】今、お話がありましたように、大分、時代が変わって、参加者のニーズも変
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わってきた、確かにそんなことを感じます。この間、湘南台で公民館大会があったとき

に、館長さんをはじめ、事務局も一緒に行って勉強してきたのですが、先生方の言って

いることも随分、昔とは違ってきて、そんなに先取りしなくても、もう一回という気持

ちもあるのかもしれませんね。でも、どちらにしても公民館の利用者が少なくなってき

ているというのはどこでも悩んでいるようですけどね。自立期という言い方をしていま

したね、皆さんが自立してという言い方をしていたので、そういうふうに促すにはどう

したらいいのだろうかということを考えて帰ってきたという大会に参加しました。 

  

【委員】今のに関連するのですが、こうあったらいいのではないかなって個人的に思っ

ていることです。これは委員としてどうこうではなくて、地域集会所というのが数十カ

所ありますが、地域集会所というのは飲み食い OK なんですよね。そこでどんちゃん騒

ぎをやっても構いませんというのがあって、片やこちらの方に公民館があって、非常に

厳格な規律の中において運営されている。非常に対比されるような施設になっていて、

それはそれでいいのですが、実は地域集会所の利用率がめちゃめちゃに低い状況があり

まして、そういう中にあって、今、世間で少子高齢化とか何だかんだといって核家族化

して、隣に誰が住んでいるのか、どういう構成がいるのかというのがわからない時代の

中で、片や町のほうは一朝有事の際も共助のところですね。自助は当然、自分でやるわ

けですが、共助、お互いに地域住民が結束して助け合いましょうねと声高らかに言うけ

れども、共助ができていない状況もあるということは、それぞれの皆さんが出てきてコ

ミュニティーを作るような努力がされていない、希薄化してしまっているという状況か

らして、公民館であっても、夕方 5時以降は飲み食いしてもいいとか、そういうように

するとか、とにかく人が集まってきてコミュニケートするというようなシステムを作る

べきではないかなって強く思っています。 

 一昨年、ハーバード大学から出ているレポートの一つで、コミュニケーションをとっ

ている人ほど長生きをしているという現実があるんですよ。だから、そういう場所が核

家族化している状態ではなかなかないので、積極的にどうぞおいでください、ビール一

本ぐらいいいですよぐらいまで胸を開いてやるようなことを、提言の中に書いてありま

すけれども、館長はじめ皆さんのいろんなノウハウを生かして、できればこんなような

こと、一歩進んだ、一歩踏み出した公民館のあり方を検討していただいてもいいのでは

ないのかなと思っています。 

 

【副部会長】私も薄々感じているが、ただ、後始末とかいろいろなことを考えると、そ

う簡単にはいいと言えないところがある。確かに昼をまたぐと、食べ物がなければ、ま

ず来ないだろうね。だから、そういう面で長く公民館にいてもらうためには、そういう

ことを考えなくてはいけない時代かなと思います。ほかの事業でも何でも、やはり長く

いてもらうためには、簡単な軽食でもいいから、昼食でもいいから、あることがやはり

望ましいのかなと。ただ、裏腹に規律と後始末の問題が絶対ついて回るから、後を押し

つけられたのでは、公民館の方も大変だから。本当は自分で食べたのだから、自分で始

末するのが原則なのだけれども、今、子供をしからない時代になってきた。本当はしか

ってあげたいのだけど、今、中学生ぐらいをしかると、こっちがやられてしまうので。

小学生ぐらいだったら何とかしかれるが、中学生になると仲よくしなくちゃいけない。

冗談は言えるが、そういう時代でなかなか難しいところですね。どういう風にしたらい

いか、私も同じような悩みを持っていて、やはり長くいさせるためには何だかんだ食べ

物を、それに対して裏腹なやつをどうするか、私も解決策を持ってないので申しわけな

いのだけど、そういう状態です。 

 

【委員】私もやはり同じように思うんですね。ただ、公民館は、南と北と中央ですよね。

そうすると、結構、行くのに遠いから、小谷の人だと、どっちも遠いじゃないですか。

そうすると、ほんとうに興味があったりとか、何か自分がほんとうにあれという以外は、

わざわざ足を運ぼうとは思わないですよね、どうしても遠いので。まして、ご年配の方

になってくると、足腰の関係もあると思うんですね。遅くなっちゃうと、帰るのが大変。

子供たちも学校から帰ってきてから行こうと思っても、今の時代だと塾だ、何だのいっ
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て、もう自分の時間がないんですよね。それこそ、そこに行って、みんなで楽しく食べ

たり、今も正直、食べれないお子さんも多いじゃないですか。南の方には 1カ所、そう

いう食堂みたいなものがありますよね。でも、北の方には何もないし、逆にそういうと

ころで何かちょっとあれば、そういうのにも活用ができればいいのではないのかなって

思いました。 

 

【委員】しばらく北部を使っていなかったんですけど、今回、趣味の活動で北部を毎月

使わせてもらっているのですが、今までテーブルしかなかったのが、今度はテーブルと

椅子が置いてあって、学習するところとかそういうのも設けてあっていいのではないか

ななんて思ったりもしたんですが、北部の方は駐車場も結構いっぱいあるのですが、南

部に行く人は車で行く人が多いんですよ。南部はどうしても駐車場が狭いので行く気に

ならないわという人が結構多いんですよ。まして雨が降ると、皆さん、車で来るのでね。

だから、南部公民館は駐車場を少し、どこかにもうちょっとあればいいのではないかな

と思います。 

 うちの方の倉見には地域集会所があるのですが、あまり利用してないんですよね。利

用するのには鍵を持っている人の所に行かなきゃいけないですよね。あれも何かちょっ

とどうなのかなと思うんですが、そのやり方というか。でも、中瀬の集会所というのは

よく私なんかも婦人会でも使うのですが、あと、婦人会の会をやるときもそこでやるら

しいのですが、何かそういうのもあれば、多分、地域集会所も活躍できるところだと思

うのですが。いざ使いたいと思っても、鍵を持っている人の所に行かなくてはいけない

とか、そういうのもちょっとあるかなと思っています。 

 以前、地域の人たちと一品持ち寄って、ちょっと顔合わせじゃないけど、コミュニケ

ーションを作りましょうということでやったことがあるのですが、それも 1回で終わっ

ちゃったんですけど、地域ごとにそういう集会みたいなものがあればいいかなとは思っ

ています。 

 

【部会長】今、皆さんからいろいろご意見なり、希望なり、今後どうするかのような課

題が少し見えてきたような気もしますので、また来年度に向けていろいろ工夫されてい

ただければいいかなと思います。 

 

【委員】今のお話の補足というか私の意見なのですが、実は今、ワンコインチルドレン

というのがやはり問題になっていまして、そういうような子供たちを救うために南北の

公民館の実習室をうまく生かしたらどうだろうかというお話につながっているんじゃ

ないかと思うのですが、極めてリーズナブルというか、賛成ですね。ですから、それを

少し拡大的に持っていけるようにしてほしいというのが 1つ。 

 2つ目に、今、子供たちの状態の中で、10歳の壁というのが現存しています。実は極

端に 3年から 4年に行くための階段のステップが高くなるんですよ。ここで落ちこぼれ

るんですよ。だから、10 歳の壁をどう上手に持っていくか、要するに誘導するような

方策も、これは、教育委員会として必要で、この場では必要ないのですが、そういうよ

うなものをしてあげないといけない。だけど、放課後 5時以降を救うために、10歳児、

つまり、小学 4年児をどう救っていくかというのは、やはり教育委員会ともども考えな

きゃいけないし、我々は社会教育ということですから、中学 3年、高校生も含める方も

いらっしゃるかもしれません、それ以下、以上の人も対象にした会議でもあるので、こ

れ以上のことは申し上げませんけれども、そういうようなものが現存しているというと

ころを認識をしておいてもいいのではないかなというように思いますね。 

 昨日も実は北部公民館で塾を開いていたんですけれども、中学 3年生から 1年生が数

名入っていますけれども、こういう子供たちって、塾に来て、みんなばらばらですよね。

何を言っているかというと、塾は何カ所かありますから、高い金で塾に行っている。そ

こでの雰囲気と同じだと言うんですね。つまり、みんなばらばらしゃべりながら、スマ

ホをやりながら、ちょっとチョコレートを摘んでみたり、こういう格好でやっているん

ですよ。やはりこれは教育そのものを、今日、ああだこうだ言う会じゃないのは承知し

ていますけれども、やはり考えないといけないなと。親たちは月間で 2万円とか、人に
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よっては 4万、5万出すらしいんですよね。そういうようなものって、またまた一生懸

命、パートで働かなきゃならない、そういうことで、ひいては学級崩壊どころか家庭崩

壊を起こしてしまうというようなことを考えていくと、いかにそういうような落ちこぼ

れにならない、曲がった方向に行かないようにスライスとか引っかけなどせずに真っ直

ぐ飛ばせるようにコース誘導してあげるのも公民館活動の中の一つではないかなと認

識しております。 

 

【部会長】社会教育の一番難しいところになってきたというような感じがいたします。

時間も 20分過ぎましたので、次に移らせてもらってよろしいでしょうか。 

 

 

(2)公民館事業報告について(資料 1) 

  ・前回中間報告以降の実績を中心に指定管理者から資料 1説明  

 

【副部会長】ざっと見ると、囲碁、将棋を除くと、本当に男が参加しているのは、セン

ターはよく頑張ってくれているなという感じで見ていたんです。だから、そういうのを

真似するのではないけれども、やはり男性が家に閉じこもっているのが多過ぎるんで

す。それを何とか引っ張り出したい。あと、子供向けの事業ということで、センターは、

頑張っているなという感じが、この表だけでは見たんですね。だから、そういうことを

取り入れていただければいいなと思ったんです。これから見学するときに一緒にやって

いきたいなと、私は北部でやっているので思いました。 

 

【委員】実はその件で思っていたのですが、圧倒的に男性の参加が少ないですよね。な

ぜ女性がこんなに多いのか。寒川の人口を見ても等分なんですよ、男性も女性も。その

辺の分析は実は公民館だけではなくて、体育館の利用者及び図書館の利用者のところま

で、いわゆる公的機関の利用者の年齢層を分析しないといけないと思うんですね。そう

いう中において、男性が少なくなるという必然性がどこにあるのか、これは極めて冷静

に見ていかなければいけないと思うんですね。 

 もっと言ってしまうと、次年度の事業計画とも関連するんですが、男性をいかに多く

呼び込むかというのが一つあると思うんですよ。それと、年齢層がどの辺に偏っている

のかということも、報告書の中に青少年期とか書いてあるので、それが全て二十歳前後

なのかなというようにとれるのですが、ちょっとこの辺のところを冷静に見ていかなけ

ればいけないなということと、寒川町の人口が実は 2060 年に、統計、いろいろな資料

があるのですが、内閣府の資料でいくと3万2,000人ちょっとぐらいに落ちるんですよ。

つまり、今の 70％。今、4万 9,000人弱ですよね。それが 3万 2,000人ちょっとぐらい

になってしまう。それを町は 4万 4,000人になるように頑張ると言っているんですが、

極めて難しいだろうなというのは皆さん思っているところなんですけれども、税収はど

んどん落ちる。人も少なくなるから、もちろん、税収も落ちるんですよ。でも、そうい

う状況の中において、公民館も、もう決められた中で何とかやっていればいいのではな

くて、やはりここで、いわゆる経済的な意味合いでいくと、生産性をどう上げていくか

ということを、公民館であろうと、あるいは図書館であろうと、体育館であろうと、よ

く考えなきゃいけない時期に来ていると思うんですよ。 

 生産性というのは付加価値のことですから、来てもらって喜んでもらえた人がどのく

らいいるのかということを極めて客観的に判断するということは、使った費用に対して

来てもらった人のサティスファクションですね、満足感をどう把握するかになってきま

すので、このようなことも来年度やれるかどうかちょっとわかりませんが、どこかで入

れていかなければいけないのではないかなと思いますね。どんどん縮小の方向に行くの

ではないかと思うんですよ。ともかく公民館に行ったら、これまでのあれでなくて、と

もかく人生の先々を見て、とてもいいことだったとか、長生きできそうだとかというよ

うなことができるようにしてほしいというのが一つあります。 

 あわせて、平本さんが長らく婦人会の会長をやっておられるんですが、紳士会とかボ

ーイズ会とかいうのは、今、ないですよね。 
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【委員】そうですね、ないですね。 

 

【委員】なぜ、ないのですかね。 

 

【委員】男の方も婦人会じゃないけど、そういう会をつくったらなというようなことを

思ったこともありましたけどね。 

 

【委員】何かあってもいいのかなと。紳士会じゃないけど、男の人というのは敬老会に

行っちゃうんですよね。 

 そうすると、言葉のハンデもあるんですよね。何だよ、敬老かっていうふうになって

しまうので、やはり男の参加する出番というのが歴史的な何十年という中でだんだんな

くなって、ずっとこもってしまっているような状況が出ているんですね。だから、男が

活躍できることを考えなきゃいけない。活躍できる場所がないので、女性と男性の平均

寿命は 5歳以上の開きが出ているじゃないですか。そういうところにも出てくるかもし

れないし。だから、とりあえず、この場ですから、男の人が参加してくれるような講座

をもうちょっと増やすほうがいいのではないのかなと。それには図書館と体育館の今の

利用者構造を見て判断してもいいのではないかなという提言です。 

 

【部会長】さっきおっしゃった男の集まりとかいうのでちょっとお尋ねしたい。南部の

寒川神社をもっと知ろう講座、生涯学習推進員事業、今年でもう 4回目ですよね。 

男性が 15人、女性が 10人ですよね。3時ごろから始まって、夕方に終わるんですよね。

これ、終わった後、ちょっともったいないから反省会か何かやって、意外とそんなとこ

ろから団結が生まれるような気もするので、こういうところに役所は首出しちゃいけな

いの？反省会やったらどうですかとか、そういうこと、言っちゃいけないのかね。 

 

【事務局】参加者がそのような意向であれば別に問題はないと思います。 

 

【部会長】意外とそんな中からふわっとわき出るのが多い。男の人って。女性だって、

そう。北部で文学散歩がある。女性が午前中、座学で、午後から実施に移したって、8

名ですよね。終わるのが 3時ごろですよね。終わった後、もったいない。コーヒーとか

ケーキでどこかでちょっとという団結をつくらせて、来年は一人ずつ呼んでこようとい

えば、倍になる。このまま終わらせるともったいないから、その後、もう一工夫あった

らなという気がした。だから、年代層、どのぐらいですか、50 代ですか。子育て終わ

って文学散歩できるのだから、50代。まだまだ。 

 

【指定管理者】もっと上です。 

 

【部会長】もっと上ですか。幾つぐらいですか。 

 

【指定管理者】60とか 70とか。 

 

【部会長】そうすると、どうなんですかね。60代、70代。 

 

【指定管理者】まだ歩ける方なので、結構、その年代でも元気な方が参加している。 

 

【部会長】なるほど。そういう方はそういう方でご主人と一緒に、あるいは夫が来るの

が嫌だ、ひとりのほうがいいっていう場合もあるかもしれない。何ともいえないけど。

ふとこういう会議が終わった後、もう一つ、何かありそうな気がする。もったいない。 

 

【委員】小谷小学校ではおやじの会というのを作っています。お父さんだけが男の先生

と飲み会がある。そこで全然関係ない人たちとも知り合いができる、仲よくなっていっ

て、年々、人が増えていっているという状況ですね。 
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【副部会長】小谷は頑張っていますよ。私は、倉見だけど、たまに混ぜてもらっている

が、ほんとうによく頑張っています。それで、学校の先生も気楽に入ってくるし、だか

ら、学校の前に花を植えたり、いろいろなことをやっている。 

 

【部会長】今度はそういう方たちがリーダーになって広めてもらうと助かる。 

 

【委員】この件で、僕は開かれた公民館という冒頭の提言の中にもありますように、今、

ケーキとかコーヒーというのは比較的、ハードルは低いですよね。ですから、男という

ものになると、どうしても軽くという感じになってきますからね。その軽くが今、許さ

れないという状況ですから。もちろん、車で参加して、やれ、駐車場があるないなんて

いうことを言っているのは意外と男の方が多いのかもしれないが、先々の交通違反のこ

とを考えると、蛇口でもって水が出ないようにしておこうというのはよくわかるが、こ

のジョーさんとの文化交流の話というのは、その後、男だけ集まって飲みに行ったとか、

それは当然、あるわけですよね。それは来年はどうしようかという話ではなくて、ご苦

労さん会なわけですね。だから、先々につなげるような意味でのコミュニケーションを

図れるような施策が必要じゃないかというのが冒頭の提言だったんですね。 

 

 

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 2) 

  ・指定管理者から資料 2説明  

 

【委員】ちょっと教えていただきたいのですが、過日、朝 8時半から体育館に場所とり

にいくはめになって行ったときに、結構、皆さん、朝早くから並んでいて、何をとるの

かなと思っていたら、会議室をとる方と、もう一つ、卓球場をとる方が多くいましたね。

ただで使えるわけではないですが、結構、卓球をやる方の人口というのは多いのかもし

れないなと、そこで勝手に思った次第なんですが、今回、センター以外の 2カ所、北部、

南部とも集会室を開放しているということがあるのですが、こういうところで、いわゆ

る先ほど言った生産性の問題から考えて、バドミントンよりも卓球のほうが狭い場所で

できるということを考えると、バドミントンは体育館に任せて、卓球はもう公民館にと

いうような我田引水じゃありませんが、やってもいいのかなという思いがしますが、た

だ、気をつけなきゃいけないのは、やっている方は結構お年寄りの方がいて、いろいろ

聞いてみると、皆さん、各自 1人 1台の車を乗ってきて、パーキングしてということで

すから、駐車場が少ないというようなことをもっと助長するかもしれないなということ

を危惧しながらも、何か考えてもいいのかなと。今、月曜日とか、週 1回開放している

と書いてありますよね。こういったところを週 2回にしてみるとか。卓球台というのは

あるのかどうかも含めてよくわからないのですが、これが 1点。 

 もう 2点、その後、どうなったかなという意味で教えていただきたいのはマージャン。 

 

【指定管理者】マージャンですよね。ちょっとまだ精査できていないので、今日、改め

て男性のというご意見も出ていますし、それにはやはりマージャンというのはかなり効

果的という部分もあるかと思われます。 

 

【委員】そうですね。ぜひ検討いただいて。 

 

【指定管理者】ちょっと年度末までの宿題にさせていただいてよろしいでしょうか。 

 

【委員】はい。お願いします。 

 

 

(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 3）  

  ・指定管理者から資料 3説明  
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【委員】基本的には追加資料で出してもらったものでいいという気がしますけどね。た

だ最後の「つながり」という字は、上は漢字で、下は平仮名になっているから、ここは

漢字に統一ですね。 

 

【副部会長】難しいね。私はやはり「住民一人ひとりが当事者意識をもって」という、

この文章が少し入れたい感じはする。 

 

【事務局】どちらにもその文章は入っていると思うのですが。 

 

【委員】この手の提言というのは、極めて抽象的になってしまうんですよね。具体性と

いう点についてはないんですね、一般論としての話ですから。ですから、この辺かな。

じゃあ、何やるのといったときに、先ほどの 30年度の事業計画というようなものの中

から実現に一歩でも二歩でも近づけるということだと思うんですね。これでよしとすべ

きではないのかなと思うんですね。一人一人、具体的にこの計画に沿っていかに成果を

出していくかという面でのボランティアとしての活動そのものにかかっているという

ことなんでしょうね。ですから、絶対的にこういうことをするに当たって、何人たりと

も見返りを一切求めてはならないというようなことを肝に銘じて寒川町民もやってい

くと、こうなってくれるといいんですよね。 

 

【部会長】図書館部会のためにまとめるの？ 

 

【事務局】おおむねこの内容でいいという話であれば、ご意見の内容は伝えます。ただ、

図書館部会のほうで特段、追加しなくてもいいのではという意見もあったので、午後、

どういう意見になるかはわからないですが、今の公民館部会の意見として、これをおお

むね追加するような形で持っていきたいという内容は伝えた上で協議をしてもらいま

す。最終的には全体の提言になりますので、2 月 21 日の全体会で再度、こちらに内容

を入れ込んだ形で皆さんにご提示して、よろしければ確定という形に持っていきたいと

思っております。 

 

【委員】図書館の方の提言はできているのですか。 

 

【事務局】図書館というか、これが全体の提言です。 

 

【委員】全体になってしまうのですか。 

 

【事務局】あくまで全体の提言ですので。後段の今後、公民館・図書館に期待すること

というのは、当然、こちらの公民館部会でも話し合っていただきましたし、図書館部会

でも話し合っていただいた意見を集めたものがこの提言になっています。 

 

【委員】わかりました。 

 

【委員】図書館部会でここの網かけのところの文章でいいのではという意見もあるとい

うことですよね。 

 

【事務局】前回のそのまま。要は 2枚目の何も加えない状態でもいいのではという意見

もありました。 

 

【委員】最後に事務局がまとめた「寒川の地域に根ざしたよりよい施設を目指していく

べき」、この「施設」という言葉をやはり入れた方がいいと思うが、どうでしょうか。 

 

【委員】はっきりしますよね。 
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【委員】公民館と図書館の話なので、やはり施設を最後にまとめて入れてもらった方が

いいのではないかなと思うのですが、どうでしょうか。 

 

【部会長】そう言われると、そういう気がする。 

 

【事務局】確かに提言の題目が公民館・図書館のあり方なので、施設で締めた方がすっ

きりすると思います。このままだと、地域づくりの提言みたいに最後締まってしまうの

かなという気がしないでもない。 

 

【委員】地域づくりの中核を担い以降をここに入れればいい。そういう格好にすればは

っきりしますね。 

 

【事務局】それでは、基本的にはおおむね追加資料をベースとして、最後は「施設を目

指して」というようなかたちで締めたいというのが公民館部会のご意見ということで持

っていって、これで図書館部会も了承という話になれば、全体会で事務局の方で追加し

た文章を作り直してお示しするような形になるかと思います。 

 

【部会長】それでは、そういうことで事務局の案で進めていただけたらと思います。 

時間もちょうど過ぎてきました。ほかにはよろしいでしょうか。 

 

【委員】一つだけ提案なのですが、各公民館で 29 年度の成功事例があって、その事例

の中で、例えばセンターはやっているけれども、北部と南部はやっていないというよう

なものが中にあるようですけれども、やはり同じ 3カ所に公民館という位置づけである

以上、成功事例については各館とも入れるような、しかし、時期はずらすと。センター

で行けなかったので、今回は北部に行くよというような意味合いで入れていただくよう

なことはいかがでしょうか。ある面においては、やっていることというのは競争があっ

てしかるべきだと思いますけれども、ほとんどのところはやはり金太郎あめの構図が必

要だと思っているんですよね。 

 

【指定管理者】まさにご提言のとおりだと思いますので、よいものは 1館だけでやるべ

きではなくて、やはり寒川の中でもエリアがありますので、なるべく広くやった方がよ

いと思いますので、その方向で考えていきたいと思います。 

 

【委員】2点目ですが、今、寒川町の財政の中で、法人税というのは大体 6億から 8億

ぐらいなんですね。だから、実は全体の町税の 10％にも満たないという中で、一生懸

命、企業誘致を図っているという状況がありますけれども、企業は企業でそれなりに雇

用を安定化させたり、いろんな努力をされているということもあるので、できればそう

いう企業応援講座みたいな、例えば町内にパスコだとかいうパン屋があったり、キリン

があったり、ほかにも幾つかあるんだろうと思うんですが、そういったところに人を連

れていって、勉強会ではなくて工場見学をさせるということを優先的に見出してやって

いってもらえるといいなと思う。 

 

【指定管理者】既にある地元の企業さんに赴いてという形でよろしいのでしょうか。 

 

【委員】そうです。僕ら知っているのはパスコとキリンしかないんですよね。 

 

【副部会長】北部でやっていた寒川を知ろう講座がそれだった。最初は企業さんを回っ

たり、浄水場とか試験場とかいろいろなところを回った。回って、もう寒川の中、結構

見たよと。じゃあ、今度は外に行こうと言って、発電所に行ったり、あっちいったりし

てきたのが今まで連なってきている。それで最近はやはりバスで行くこと、あれをやる

と人が集まりやすい。足があるし。最初の方はやはり回るときはぎりぎりいっぱい集ま

るのが精いっぱいぐらいでやっていたが、バスで移動が始まってから募集すると、結構、
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早く満杯になってしまう。それがずっとここ四、五年も続いている。私は、地元の会社

はまだまだあるのだから、あの会社、小さいからとか、そんなことない。やはりそこに

もいいものが必ずある。日鉱さんに行ったときに、すばらしいいろいろな機械を持って

いて、0.01ミリとか 0.05ミリぐらいの厚さの銅板をつくっている。恐ろしい技術です

よ、日本でもトップクラスなんです。そういうことを誰も知らないわけですよ。行って

初めて聞いてわかる。そういうところもある。まだ南部の方にも工場があるが、北部か

ら南部まで行くのは大変なので、そういうときは 1つにしようとか、いろいろ案を作っ

てやってきたが、やはりもう限界に近いので、みんなバスであちこち行って、いろいろ

情報を集めようとして始まった。本当は最初、寒川の中のいろいろなところをもっとも

っと見ようと思っていたが、やはり事情が難しいですね。ただ、近いところでも見てお

かないと、私は会社にいる時から言っているが、3年いて何も変わっていない会社なん

て潰れていく。必ず何か変わっている、その会社に行っても。だから、前、見たからと

いっても、そうではない。旧態依然でやっていたら、もう会社潰れるよと思っているか

ら、ところが、行くと必ずいいところがある。だから、3年もたてば、繰り返し見ても

いいんだよというのが私の持論なんです。そういうことをやれば、まだまだ寒川町もい

いところ、まだ残っているから。ただ、見学する方がそういう目で見ないと続かないと

いうことはありますけどね。 

 

【委員】盛り上げていくという意味で、公民館の活動はやはり捨てがたいものがあると

いうことを周知させるという活動がやはり我々、委員に求められていますし、実際の寒

川町のいろいろな公文書でも、公民館は先々、小中学校の校舎内に取り込むと書いてあ

るんです。こういう状態が起こるのがもうそう何年も先じゃないんですね。そうならな

いように、やはりアイデンティティーを持って企業と一緒になって盛り上げていくと

か、いろんな側面を持っていいと思うというのが最初の提言でもあったわけです。やは

り公民館は何やったっていいんだと。必ず町からも税金を投入してくれるんだなんてい

うような状態ではもうなくなる。ここをやはり肝に銘じていかなきゃならない時期に来

たことは事実なんです。 

 そんなことで、先ほど難しい生産性の話をしたりしましたけれども、やはり盛り上げ

ていかないと、この町でよかったなと感動を呼ぶように活動して参りませんか。 

 

【部会長】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、いろいろご意

見、ご提案ありがとうございました。 

 

 

6．その他  

 

・次回の全体会の開催予定について   

2月 21日 (水 )  13:30～  町民センター会議室  

 

 

7．閉会    

佐藤副部会長  

配付資料 

資料 1 平成 29年度公民館講座事業実績 (4月～ 12月分 ) 

資料 2 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 3 「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 
・平本正子    ・田邊由美 

（平成 30年 3月 9日確定） 

 


