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第４号様式（第８条関係） 

 

議 事 録 

会議名 平成 30年度寒川町社会教育委員会議第 1回公民館部会  

開催日時  平成 30年 5月 25日（金）午後 1時 30分～午後 4時 15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：三澤委員 (部会長 ) 加藤委員 (副部会長 ) 平本委員  山口委員  

欠席者：河村委員  

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： 2人  

議 題 

報告事項 (1)平成29年度公民館事業報告について 

     (2)平成30年度公民館事業計画について 

協議事項 (1)モニタリング評価外部モニターの選出について 

(2)今年度の審議テーマについて 

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．委嘱状交付  

 

3．あいさつ  

  長岡教育総務課長  

    

4．自己紹介（資料 1）  

 

5．部会長・副部会長の選出  

  部会委員の互選により  

  部会長：三澤委員  副部会長：加藤委員に決定。  

  三澤部会長・加藤副部会長あいさつ  

 

6．議事録承認委員の指名について  

  事務局より各回名簿順に 2名ずつお願いすることを提案。  

  一同了承。今回は、三澤部会長、平本委員に依頼。  

 

7．報告事項 

(1)平成 29年度公民館事業報告について（資料 2） 

  ・指定管理者から資料 2説明 

 

【部会長】説明が終わりました。ただいまの説明に対しまして、ご意見、質疑等ござい

ますか。 
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【事務局】感想でもいいです。 

 

【委員】感想だけでいいですか。 

 

【部会長】はい、どうぞ。 

 

【委員】資料を見ているとやはり催し物、料理とか、ダンスとか、そういったつくるも

の、食べるもの、動くものが、人気があるような気がしています。それが特徴じゃない

でしょうかね。土日になると一般の方も参加ができるという傾向にあるのかなと思いま

す。参加率 100％とか 90％のところを見てみると、やはり土日とかが多いのかなとちょ

っと読んで気がついた点です。 

 

 

(2)平成 30年度公民館事業計画について（資料 3） 

  ・指定管理者から資料 3説明 

 

【部会長】説明が終わりました。それでは、ただいまの説明に対しましてご意見がござ

いましたらお願いします。 

 

【委員】各館で新規事業をすごくたくさんやっていただいて、本当に大変だと思います

が、頑張っていただきたいと思います。廃止になった事業はないのでしょうか？ 

 

【指定管理者】町民センターに関しましてはふれあいコンサートが、ホールの工事が入

りますので 30年度には入っておりません。それから、報告の冒頭で説明させていただ

いた推進員事業の鎌倉散策、そういった推進員事業のハイキング系の事業が 30 年度の

中には今のところ入っておりません。入ってくる可能性はありますが、その 2つが町民

センターのほうは抜けております。 

 

【委員】はい。わかりました。 

 

【指定管理者】北部は、先ほどちょっと説明した煎茶を廃止しております。ここ数年ち

ょっと参加者の少ない状態が続いています。 

 

【委員】少ないんですね。 

 

【指定管理者】南部は特にないです。 

 

【委員】わかりました。 

 

【副部会長】ジュニア絵画展というのは寒川町の行事ですよね。これなんですが、町民

センターの報告のときにちょっとお話があって、1,800名ぐらい参加するわりには、飾

ってあげるのが 200点ぐらいなんですか？ 

 

【指定管理者】300ぐらい。 

 

【副部会長】全員ではないということですよね。 

 

【指定管理者】はい。 

 

【副部会長】先ほどちょっと説明でおっしゃっていたんですけど、下手な子もどんどん

というわりには、飾ってあげたらいいのではないかなという気がしたんです。そういう

蹴ってしまうような感じがしてしまいますので。多分 200点とか 300点の中は、選抜し
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ていい絵じゃないかというようなことは、その後に表彰されるということもあるので、

そういうことを兼ねての選出だと思うんです。ですから、できれば 3館でやっているの

で、3館に分けて何か発表させてあげたらいいのでは。 

 

【指定管理者】より多くの作品をということですね。 

 

【副部会長】そうです。自分の描いた絵が出ているんだよというような気持ちがちょっ

と芽生えるんじゃないかと。 

 

【委員】そうすると親子とかで見に行く。 

 

【副部会長】ちょっとそんなふうに思いましたので、そこで選ばないでほしいなと思い

ました。先ほどの説明で下手な子もというのがなければ、あまり気にならなかったので

すが、その一言で、そういう気持ちがあるのならば、みんな公平に飾ってあげてほしい

なというふうに思いました。 

 

【委員】飾られるとうれしいですよね。賞がなくてもね。親子で見に行って、公民館に

足を運ぶきっかけにもなって、いろいろなポスター、チラシを見るのではないでしょう

かね。 

 

【副部会長】出せば、発表してもらえるとか。 

 

【委員】出せば、必ず知っている人は見に行きますよ。下手でも何でも。 

 

【副部会長】お世辞でも出てたわよとか言われれば、何かちょっといい気分なのかなと、

特に低学年であれば。 

 

【部会長】場所はあるんですか？ 

 

【委員】場所がどうなんでしょうね。そんなにいっぱいは。 

 

【副部会長】ないからきっと選んでいると思うんですけど。 

 

【委員】そうでしょうね。だから絞られちゃったんでしょうね。 

 

【部会長】日にちを切ってやるとか。 

 

【指定管理者】3会場持ち回りで、同じ作品を 3会場で今順繰りにやっているので、も

し 3会場とも別の作品を飾るとなると、飾る作品の数は増やすことはできるのかなとは

思うんですけれども、現状としては選ばれた同じ作品を 3館で順繰りに期間を変えて展

示しています。 

 

【副部会長】思い切って 3館に分けちゃって、回さないというのはどうか。 

 

【委員】でもそうすると、どの絵が一番よかったかというのもわからなくなっちゃうの

で、難しいですね。 

 

【事務局】表彰式を兼ねて展示をしていくというのがあるんですね。ですので、作品を

選んで、期日を決めて表彰していくという。1,800点だと場所が、相当な面積になろう

かと思います。 

 

【指定管理者】おっしゃっていることはよくわかります。 
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【部会長】貼ってあれば間違いなく見に行く。検討してもらって。 

 

【副部会長】そうですね。 

 

【部会長】大変だけどね。他にありますか。 

 

【委員】1年間指定管理者としてやってこられてどうですか？感想というか、何かあり

ますか？ 

 

【指定管理者】町民センターはホールがありますので、南北と比べると、ホールを使っ

た大きなイベントが 3つか 4つあります。ですから、町民センターに関して、今年度は

工事があるんですけれども、町民センターは町民センターのいい施設があるので、施設

の特色を生かした事業をこれからもやっていきたいと思っています。 

 

【指定管理者】北部について、1年間やって感想をまず述べさせていただくと、利用者

が圧倒的にご婦人の方と 60 歳以上の高齢の方か、もしくは未就園児の方。間が抜けて

しまっている。男の人が特に抜けてしまっているんです。当然と言えば当然なのかもし

れませんが、そういうことでイベントについても、どうしても多く利用されている方を

中心に考えるということになるかなというふうに思っております。 

 それと、あと北部の特徴なのですが、圧倒的に、この数値に出てこないのですが、お

子さんが遊び場がわりというか、小学校の帰り必ず寄る子もいまして、悪いことではな

いのですが、ややもするとちょっと統制を欠くというか、騒ぐ子もいるので、注意しな

がらやっているような状態です。無制限にやるのはちょっとだめなのかとか、今少し思

っております。 

 

【指定管理者】南部ですが、先ほど 30年度の計画でもちょっと言ったのですが、やは

り北部と同じように年齢層が偏っているんですね。あと女性が多いというような感じに

なっているので、やはり幅広い人たちにせっかくの公民館なので来てもらいたいなと思

いました。ですので、去年から試しに中高生とか、今年は一之宮を再発見しよう講座と

か、あと文学の講座とか、いろいろ毛色が違うことをやって、いろいろな世代を集めて

みたいなと思っていまして、事業としてはそう思っています。 

 子どもたちのところは、南部も子どもたちが来るのですが、北部ほどは来ないので、

南部のほうはそんなに困っていないのですが、せっかく公民館というのは 5時までやっ

て、5時まではいろいろな職員がいますので、夜は、夜の職員がいるのですが、うまく

利用していただいて、お子さんも、あと老人の方も、結局、南部のところは将棋とか囲

碁をする方が毎日のように来ておられるので、うまく使っていただいていると思うの

で、そういうようないろいろな意味の使い方を公民館でしてもらえばいいかと思ってお

ります。 

 

【指定管理者】今、我々指定管理業者としてのお話をさせていただいたんですけど、私、

逆に町民センターの中でいろいろな事業をやらせていただいて、その事業の中でアンケ

ートを必要に応じてとらせていただいています。当然、事業を振り返って、それとアン

ケートの内容、どういうことが書かれていて、我々が利用者様からどう見られているか、

そういったことは必ず見ているわけですけれども、その中でご回答いただいて、非常に

我々がうれしいのは、従来から見ると、公民館の行事の案内とか、あるいは各事業で利

用者の皆様にお配りするチラシとか館内の掲示物は、従来、町の職員の方であれば、や

はり時間的に限られるようなところもありますけれども、我々指定管理者になってか

ら、特にそちらのほうは力を入れて、周知を含めて皆様にご利用いただく上で快適にご

利用いただければと、そういう思いでそういったものづくりは一生懸命やらせていただ

いていましたので、それに対して非常にいい評価をいただいていましたので、そういっ

た点ではありがたかったなと、そういうふうに感じ、逆に利用者の皆様の感想としてお

聞かせいただいてうれしかった点でございます。 
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【委員】ありがとうございます。 

 

【事務局】今、指定管理者の方がおっしゃったような部分につきましては、私どものほ

うには直接館ばかりからではなく、別のルートでいろいろな御意見をいただきます。や

はり総じて今みたいなお話はいただいておりまして、前が悪かったとか、そういうわけ

ではないのですが、たたけば響くような感じで対応してもらっているとか、入って明る

くなったとか、そういう本当に感覚的なところから実際の利用の中での感想もいただく

中では、指定管理者になって、どうなってしまうのだろうというのを 1年半ぐらい前に

みんなで思っていたところ、ふたをあけてみたら、かなり心地よかったというところで

みんな今を迎えているのかと思います。これはやはり 1年、さらに 2年、3年という中

でも続けなくてはいけないし、また発展していかなくてはいけないのかなと考えている

ところです。 

 先ほどいろいろ分析していて、なかなかこの層が来ないとかというのがありました。

でも社会教育は、学校教育と違って、フィールド、活動を自分で選んでいい。ですから、

今来てないからといって手をこまねくわけじゃないのですが、例えばサラリーマンの

20 代の男性が今どこにいるのかと言ったら、その人たちは仕事場の近所のクラブチー

ムだとか、そういうところで活動をしていて、寒川には寝に帰ってくるだけみたいな感

じでやっているので、それぞれのところで活動はしているかと思います。 

 でもやはり地域でしか活動ができない方たちも当然いらっしゃるので、そういう方た

ちにはそういう機会と場所を提供するのが公民館なのかなと思います。だから、20 代

の社会人がなかなか公民館の利用がないといっても、彼らは彼らで自分たちの活動、ラ

イフスタイルの中で何か学んでいるところはちゃんと持っていると思うので、そういう

方たちをターゲットにしないわけではないのですが、今来そうな人、あるいはこういう

人たちって多分どこも行くところがないのではという方たちにいろいろ提供していっ

て、新たなところを開発するというのは社会教育の学校教育には絶対ない醍醐味でもあ

り、伸びしろなのかなという感じは今のお話を聞いていて思いました。 

 それから、子どもも北部の子どもはよく学校の帰りに来てくれるけど、南部の子ども

は来ないという話もあるのですが、学校の先生に聞くと、旭小学校の子どもと一之宮小

学校、南小学校の子どもは気質が違うとか言っていましたので、そういう気質も何か関

係があるのかと思っています。住んでいる人もこんな狭い同じ寒川でもかなり違うの

で、そういう特質を知った上で何か事業を打つのもいいのかと思いました。 

 

【委員】私は北部公民館生涯学習の推進員をやっていて、いろいろなかかわりを持って

います。今度、事業一覧の中の 34 の健康づくりのノルディックウォーキングにかかわ

っていて、新しい事業ということでいろいろ相談等しているのですが、年召した方とい

うと失礼ですけど、大分ウォーキングをされている方が多いということなので、ここに

は載っていませんが、それに絡めて公民館を休憩場所にしましょうと、南部公民館とも

連携して行うという話も出ています。そうすると、さっき女性の方しか公民館は利用さ

れないということでしたけれども、男の方も散歩していますので、そこで寄っていろい

ろな公民館の中の事情を知ったり、そこでつき合いに広まって、ＰＲも兼ねて、実は自

分はこんなことをやっているということの話し合いにもなるのではないかということ

で、このノルディックを含めて健康づくりは、大分興味を持っているのではないかと思

うんですね。私も朝早く起きて散歩していると、6時半から中央公園で体操をやったり、

歩いたり、中にはポールを持って歩いている方もいらっしゃいます。夕方になると、そ

ういう方が休憩場所として公民館に行って、取り込めれば、つながっていくのかなと思

って、この計画をしたんですけどね。 
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8．協議事項  

(1)モニタリング評価外部モニターの選出について (資料 4・ 5) 

  ・事務局から資料 4・ 5によりモニタリング評価の概要説明  

 

【部会長】ただいま事務局から説明がございました。ご質問ございますか。 

 

【委員】これはこの中から 1名だけ出て、外部というか一般の方からは入ってこないの

ですか。 

 

【事務局】入ってこないです。職員と外部モニター、こちら 4名の中から 1名出ていた

だいた方で、この票をもとに評価をしていきます。実際外部モニターの方の評価につい

ては公開情報ではありませんので、外部モニターの意見を受けて、最終的には施設管理

課である教育総務課のほうで最終の評価をつけるという形になります。 

 

【委員】監査みたいなものですか。 

 

【事務局】そうです。 

 

【部会長】そうしましたら選出を、1人になりますね。 

 

【事務局】はい。お一人。 

 

【部会長】いかがでしょうか。どうしましょうか。 

 

【副部会長】山口さん。 

 

【委員】全くわからない状況で、私も公民館を使っているというか何というか。 

 

【事務局】確かに項目がたくさんあってなかなか、私どもが見ても結構見るのが難しい

項目がずらずらと並んでいるので、先ほど言ったとおり、外部モニターの方については

本当に利用者の視点とか、そういうところから見ていただいて評価していただければい

いと思います。 

 

【委員】そうですか。でも、仲間うちという感じもしないかなという部分もありますね、

逆に言うとね。 

 

【副部会長】結局こういう資料というのは各館にあるということですよね。 

 

【事務局】そうです。 

 

【部会長】どうですか。よろしいですか。 

 

【委員】いいですが、日程とかが決まっているのですか。 

 

【事務局】今のところ決まってないので、今後、指定管理者の方と事務局と山口さんの

ほうで調整させていただいて決めます。 

 

【委員】私はその 3館ということなんですか。 

 

【事務局】3館です。要は指定管理自体が 3館一括の指定管理として出していますので、

3館を見ていただく。書類的には 3館まとまっているというか、本社で一括して事務を

行っている部分もあります。ですので、基本的には町民センターで書類の審査をしてい
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ただいて、あとは施設の状況を見てもらいます。細かく各館を見てもらうということで

はなくて、どういうふうに運営しているかという様子を見てもらうところになります。 

 

【副部会長】利用者の陰の声を聞くとか、そういうのはないんですか。 

 

【事務局】そういうものはないですが、事前に聞いておいていただいてもそれはいいか

とは思います。 

 

【委員】書類を見たりとか、いろいろなことがあるんでしょうかね。 

 

【事務局】そうです。モニタリングのときに、基本書類は全部指定管理者の方にそろえ

ていただきますので、基本的な部分については、項目ごとに指定管理者の方から説明し

てもらいますので、そこの部分で確認したい書類があれば見ていただいてというところ

で、全部書類を一から見て評価していただくということではないです。 

 

【委員】難しいな。できるんでしょうかね。 

 

【指定管理者】この項目に沿って、我々も資料をもって説明させていただきますので、

それに対して山口さんから質問があれば質問していただいて、我々からお答えするよう

な形式だったと思います。 

 

【委員】よろしいですけども、日程が合えばなんですね。 

 

【事務局】日程は合わせて組みます。 

 

【委員】ちょっといろいろほかにもやっていますので、夕方とか夜かとか、場合によっ

ては朝からとかあるので。 

 

【事務局】外部モニターさんがいらっしゃらない外部モニタリングというのはあり得な

いので、山口さんの日程に合わせます。 

 

【委員】ならば大丈夫ですけども、ちょっと大分あちこちから声がかかり過ぎて。 

 

【部会長】山口委員にお願いしてよろしいですね。 

（「はい」の声あり） 

 

【部会長】それでは、お願いします。 

 

【委員】わかりました。 

 

 ※委員の互選により山口委員に決定 

 

 

(2)今年度の審議テーマについて（資料 6）  

  ・事務局から資料 6説明  

 

【部会長】説明が終わりましたので、何か、今の必要なものでも、求めるものがありま

したらお願いします。 

 

【委員】ちょっとわからない点があったんですけれども、この公民館の事業の中で年代

というのがありまして、青少年期はわかるんですけれども、伸長期、充実期、円熟期、

この辺の言葉の年齢層みたいなものが何かあるんでしょうかね。 
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【指定管理者】言葉によって年齢が想定されていると思います。ちょっと今すぐ出てこ

ないのですが。 

 

【事務局】教育振興基本計画で設定されていました。今はっきりとお答えできないので

すが、伸長期というのが 20代ぐらいからを想定していると思うのですが、現状として、

その層で分けた講座をやっているわけではなくて、基本的に大人向けのものは大人向け

のもの、高齢者まで全て含めたような講座の状況になっているというのが現状です。 

 

【副部会長】この全ての世代がというのは、生涯学習推進員をやっているときにいつも

課題になっている 1つで、これは本当に難しいんですよね。小学生でも家にいる子はい

る、サークルに行く子はサークルに行くとかって、本当にそういうのはあるんですけど、

家にいる子を引き出すというのが大変。学童なんかに行っている子を見てても、やはり

外に出て遊びたいんだなという感じもあるので、行かない前にそういう何か、与えてあ

げられるものがこういうところで見つかればいいんですけれども、非常に難しい。ちょ

うど親の手を離れて、それを理由にふらっと出かけられちゃったりとかというのも今ま

でなかったことではないんですよね。ですから、どこどこに行くねと言っていなくなっ

ちゃったりとかというのもあったのでね。 

 今、小学生ぐらいの子の年代で今日話したんですけれども、それより、小学生でも低

学年のほうにすると、学校でやっていることとダブってしまうから、今さら公民館のほ

うの行事を組んでもというのもありました。それから男性に関しては、伺うとずっと社

会人をやっていて、リタイアしてから、こういうところに入ってくるというのは、本当

にきっかけが難しいみたいなんです。隣でもどこでもちょっとしたきっかけで、話しい

て、「そんなのやってるの？」とか、広報とか全く見ない人もいるんですね。だからそ

ういう人もいるので、何をやってあげればいいというのが、本当にその答えが出ないで

今まで私たちも来ているんですよ。こういう興味があるものを行事の中に入れてあげれ

ば来るんじゃないかと思えども、そういうのを目にしないから結局わからないとか。だ

から非常にこれは簡単に言えることではないですよね、全世代をうまく公民館に導くと

いうことは。でも、それを考えるというのが今のテーマなんですね。 

 

【事務局】これは多分全国的な課題だとは思っております。ただ、公民館の目指すとこ

ろとしては、やはり全ての世代の方が集まれるというところがありますので、少しでも

今の層から広げられるところに手をつけつつというところが一段階なのかなというと

ころです。 

 

【副部会長】小谷地区で言いますと、児童館を利用して、結構大人の方も動いています

よね。 

 

【委員】そうですね。 

 

【副部会長】いろいろなことをやっているみたいなんです。私もあまり、近くにいるの

ですけど、あまり足を運んでいないのですが。 

 

【委員】老人会という。 

 

【副部会長】老人会に限らず、大人の人がお子さんを相手にとかってやっているので、

結局、地域になるのかなというふうに思っちゃうんです、私は。そこから始まる、公民

館に導いていくには。 

 

【部会長】小谷はいろいろなことをやっているんだよね。 

 

【副部会長】多いですよね。田端とかね。それぞれ岡田でもやっているとは思いますけ

ども。 
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【事務局】確かにこういうことについては、今おっしゃったように特効薬など絶対にな

いですし、もう何十年も昔から、今言われたとおりやってきたというところがあると思

います。ですから、今事務局からもお話しさせていただいたように、何か今までこうだ

ったけど、こういうところをやったらとか、1つでも 2つでもそういう方法をみんなで

考えて、そしてその中から 1 つでも実践していく。100％呼んでくるというのは難しい

と思います。 

 

【副部会長】そうですね。きっかけづくりという例が出ていますけども。 

 

【事務局】例えばさっき申したとおり、若い世代のサラリーマンとか、働いていらっし

ゃる方たちは仕事場の周りで活動しているだろうということになる。でも寒川町だって

事業所はいっぱいあります。その方たちが相模線に乗ってすぐ帰ってしまうというの

を、今度は公民館のほうに来てもらうということだってあり得るわけです。それは 1

つの形としては、例えば夜間照明などは、そこで野球とかサッカーとか夜やっています

が、あれは企業チーム。要するに寒川の中に工場がある人たちのチームがそこで野球や

サッカーをやっていたりします。ですから、そういう地元で何か発散する、やるという

要素はあると思います。だから、今度それを例えば公民館のほうで、そういう若い人た

ちに仕事が終わってから公民館に寄ってもらえるような方法もこれからはあっていい

のかなという、そういう何かをみんなで考えようという、そういう審議です。 

 

【委員】これは全ての世代というのですけれども、私は教員をやっていまして、土日も

部活で全く外へ出るというか、地域へ出る機会がなかったんですけれども、退職してか

らいろいろな機会があって、ここにたどり着いたっておかしいですけれども、こういっ

た場に来ているんですけれども、やはりきっかけだと思うんですね。1つはサークルを

将来的には立ち上げていくような計画と、あとは個人的にそこの公民館を使うという 2

つのことが考えられるということなんでしょうかね。 

 

【事務局】そうですね。足を運んでそこで何をするというのは、サークルで活動しても

いいですし、個人利用でも構わないと思いますし、さっき言ったように休憩で立ち寄っ

てもらうというのも 1つのきっかけになります。 

 

【副部会長】個人利用とかとなると、今度、金銭的にお金を取って貸すのかというよう

な、そういうことにはなってこないですか。今はほとんど取っていないですよね、公民

館利用するに当たっては。 

 

【事務局】個人利用というのは、ふらっと来るというようなことです。図書室の本を借

りるとか。 

 

【副部会長】今、公民館のことしか考えていないから、ごめんなさい。 

 

【事務局】公民館の中に図書室があって、そこに本を借りに来て、チラシとかポスター

を見て、浴衣教室なんてやっているんだとか見てくれればいいと思います。 

 

【副部会長】図書館なんていうのは、そういう点では個人で行きやすいですよね。公民

館はさっきのお話じゃないですけど、南部の公民館とか北部の公民館というのは子ども

が入りやすい雰囲気があるんですよね、何となく。町民センターって入りにくいですよ

ね。 

 

【指定管理者】なかなか子どもさんがロビーで遊んでいる、たむろしているということ

はないですね。 

 

【副部会長】たまたま知り合いがいると、ちょっとその辺で話ししている。だからそう
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いうのもあるので。 

 

【事務局】館の特質は当然あります。雰囲気とか。 

 

【副部会長】町民センターは子どもたちが遊んでわいわいやるなんていうことはないで

すもの。前の公民館だったらありましたよ。学校のすぐそばだし、学童もあったので。 

 

【委員】近いところだと、ここはそうかもしれないですね、遠い。 

 

【副部会長】やはりちょっと雰囲気が違うと思う。 

 

【委員】名前もあるんじゃない。町民センターというから、大人が使う場所というふう

な感覚だと、子どもにとってはね。 

 

【事務局】北部と南部、町民センターも選挙の投票所になっているので、大人は存在自

体は知っている。 

 

【副部会長】大人はね。でも町民センターはわかっても、公民館ってどこって。センタ

ーの公民館扱いというのかしら、そういう感じの人もいますよね。昔の公民館は、セン

ターとは別にあったから。 

 

【委員】地域集会所とか、そういうのは関係ないのか。公民館としては扱わないという

か、うちのほうの倉見でも地域集会所でいろいろな踊りとか、いろいろサークルみたい

なのをやっているみたいなんですけど、やはり近いところに集中するというか、公民館

へ行くよりか集会所のほうが近いから集会所でいろいろなことをやるとか、この辺でも

あるんじゃないですか。 

 

【部会長】集会所、結構使っていますよね、サークルで。 

 

【委員】使っていますよね、結構集会所なんて。 

 

【副部会長】自治会の動きですよね。盛んに動いてくれる、そういうところが。 

 

【委員】それは、でもサークルでもたしか地域集会所はお金を取るのかな。 

 

【副部会長】取りませんよね。 

 

【委員】自治会に入っている中の、老人会をつくっているところは取りませんけども、

それ以外はお金を、1部屋何百円という形で取っていますけど。 

 

【委員】300円ぐらいとか大体。 

 

【副部会長】例えば小谷の場合は、何だと有料になるんですか。 

 

【委員】小谷自治会の中でつくっている老人会、パールクラブってあるんですけれども、

その中で活動している団体は取らないんです。自治会の中のものですから。 

 

【副部会長】同じ地域でも子ども対象にして何かを教えたいというときは。 

 

【委員】取るんです。でも子ども会は小谷自治会の中に入っていますので、組織の中で、

それは取らないですね。それ以外の団体は取ります。小谷に住んでいても。 
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【部会長】岡田も取っていますね。要するに自治会の組織は取っていませんけど、それ

以外は１時間、１回いくらで取っている。また鍵の管理が面倒くさいんですね。 

 

【副部会長】ということは全部、どこの自治会でもどこの地区のから来てもお金を出せ

ば借りられるふうになっているわけですか。 

 

【委員】でもわざわざ遠くへ来てというのはないですね。地域の中で。 

 

【副部会長】たまたまその日にあいてなかったら、じゃあどこを借りましょうとか。 

 

【部会長】岡田の人がいて、地区外から来ている人も結構いますよ。 

 

【委員】場所がないから？ 

 

【部会長】例えば岡田の集会所を借りて、岡田の人がいれば、その中には小谷もいるし、

倉見から来ている人もいる。ただ、有料になっちゃいますけど。地域では集会所はみん

な結構使っているんです。 

 

【委員】公民館という存在を知らないですね。私も働いているときは、全く公民館とい

うのはなかったですね。 

 

【事務局】ただ、公民館は法律で定められているんですね。こういうのが公民館だとい

って地域に対して教育施設であれというふうに位置づけられています。それが寒川町の

場合は町民センターとか公民館。集会所というのはあくまでも集会施設、別に教育しな

くてもいいんです。みんなが集まってお茶を飲んだり、例えば慰労会をやったりすると

ころでもあるし、勉強することでもいいですし、要するに貸し部屋というか、貸しスペ

ースです。 

 

【委員】まさに公民館と意味が違う。 

 

【事務局】ここは教育施設になります。だからお酒は飲めない。でもこれだけでも今ど

き事情がよくわかります。こういう状況もまた館長さんたちには貴重です。集会所はこ

んなふうに使っているぞみたいなのがあって。 

 

【委員】そうですよね。 

 

【事務局】例えば今、委員からお話があったとおり、公民館を知らなかったというとこ

ろもあるので、公民館に来てもらう策ではなくて、公民館をどうしたら知ってもらえる

のか、そういうところを話し合ってもらってもいいのかなと思います。どうしたら今、

全然関心を持っていなくて、公民館の存在をあまり意識していない人たちにＰＲができ

るか、そういう視点でご意見をいただくというのも 1つかと思っています。 

 

【委員】まずはやはり親子ですかね。親子で何か、お父さんと子どもとの連携で何か使

うような形とかね、手始めに。お父さんが公民館を知って、次へ行くという形もあるの

かなと思いますよね。 

 

【事務局】そうですね。かつて行ったことがある所なら、次行きやすいですものです。

全然知らないところへ行くより。 

 

【指定管理者】例えば公民館事業で小学校までの事業を打っているんですけども、中学、

高校の事業はやっていないというか、やっても来ないんです。ただ、先生が今やってく

ださっている、にこにこ学習会みたいな勉強を習いたい子たちは中学生でも来るわけじ
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ゃないですか。だから、公民館事業で南部でも料理教室とかやりましたけども、絶対無

理なことなのか、それともまだやり方があるのかというところは、かなりハードルが高

いことはわかっているんですけれども、それでもまだやっぱり呼び込む何かの方策とか

ってあるのかなと、公民館に勤める者としてはそこら辺のことはずっと、寒川に来る前

から思っていた部分はあるんですけれども、難しいという実情はあります。 

 

【部会長】広報にいろいろ催し物が載っていますよね。 

 

【指定管理者】それは載せています。 

 

【部会長】小さいので、あれをもっと大きくしたらどうかね。ちょっと字が小さくて、

あまり見ていないのでは。 

 

【事務局】広報は見ていないですね。だから多分、広報以外のＰＲ策とか、そういうと

ころを考える必要があるのかなと思います。 

 

【部会長】そうすると、五十何カ所の掲示板がありますでしょう。あれも見てないか。 

 

【委員】見ない人は見ないと思う。 

 

【指定管理者】結構アンケートの回答の中で掲示板を見ましたってあるんですよ。だか

ら全く見てないということじゃなくて、広報は見てなかったけど、たまたま歩いていて

掲示板を目にして来ましたという人も、割合は少ないですが、参加者の中にはいるみた

いです。 

 

【部会長】見る人は見ているんですね。見ない人は、何をやっても見ていないんです。

それを見させるということを考えなきゃいけない。それが難しいところだものね。 

 

【委員】自治会の回覧にしても、いろいろな自治会の回覧を回していますけれども、そ

れすらも見ていない人がいますので、そんなところへ公民館事業でやっていますと言っ

てもなかなか見ないですね。ＰＲの仕方って難しい。 

 

【副部会長】自治会のみの掲示板というのがあるんですよね。公の掲示板以外に。それ

を私この間知ったんですけど、全部判こが押してありません。貼ってもらえるのかなと

思ったんですけど。自治会だけのというのがあって、それは公の判こが要らない。自治

会の人たちは貼ってもいいですよというのがあるんだけれども、ああいうのも全部自治

会に託しちゃって貼ってもらうという手もあるんじゃないかなと思うんです。大変？ 

 

【委員】大変ですよ。あれも個人個人で貼っているんですよね。 

 

【副部会長】私もこの間貼ってきましたけど。それは判こ要らないですよと言われて。 

 

【委員】でも思うんですが、文化祭とかも自治会に配って、みんな知らないから、うち

のほうなんか多分知らないと思うんですけど、自治会で回覧板を回したら、結構目にす

る人もいるんじゃないかなと思うけど、それしない、できないようなことを言っていた

んです。それはちょっともったいないかなという気もするし、だから宣伝方法というの

をもう少し考えたほうがいいのかなと思って。 

 

【部会長】自治会の回覧はまとめて来るでしょう。そうするとぱっと見て、次に持って

いってしまう。 

 

【委員】それでも、ぱっと見て、こういうのをやっているんだなと思う人が何人かいれ
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ば、来てくれるかなと思う。 

 

【委員】しないよりしたほうが少しは、とは当然ありますけど。 

 

【委員】でも町ではしないと言うから、もったいないなと思って。 

 

【部会長】小学生なんかは「すきっぷ」がいい。 

 

【副部会長】小学生には、あれが一番なんです。 

 

【委員】あれは本当にすごい。お母さん方は、そっちのほうを主に見ているみたい。 

 

【副部会長】あれはすごい確率高いです。こちらの行事なんかも依頼して載っけてもら

ったりしていますけど。 

 

【事務局】これをテーマにそういうことを話していきませんか。中学校に公民館専用掲

示板をつくってもらうとか。 

 

【副部会長】各学校にそういう専用のものがあれば。近くにはあるんですけど。 

 

【事務局】図書館もそういう動きをしようかなというのを聞いたことがあります。図書

館だよりという紙の配布ではなくて、学校図書室の横に必ず専用の掲示板があって、図

書館からのお知らせがいつもそこに貼ってあるというのをしようかとかという動きで

す。 

 

【委員】公民館だよりってなかったんでしたっけ。 

 

【指定管理者】公民館だよりはあるんですけれども、館内に置いているだけで、例えば

全戸配布とかはしていないので、ホームページでも見れるんですが、館にしかないんで

すね、今のところ。 

 

【副部会長】だから常に足を運んでいる方はすごく知っているわけです。あれがない、

これがないと言っています。 

 

【部会長】意見がたくさん出ると思いますけど実現が難しいですけどね。 

 

【委員】難しいでしょうけど、このテーマでいいんじゃないですか。 

 

【部会長】何をやっても集まらなきゃね。実際、自治会にしたって集まってこないとき

もある。中学生はまず忙しいんですよね。部活がある、塾がある。 

 

【委員】公民館の部会は年 3回のうち、今日 1回目ですよね。あと 2回でこの話を重点

的にやっていくということで、最後、2月か何かにまとめて何かしていこうという方針

なんですかね。 

 

【事務局】3回の会議ですので方策をまとめていただくというところまでは考えており

ませんので、あくまでご意見をいただいて、何か取り入れられるものがあれば取り入れ

ていければというところで考えております。また、任期 2年なので、もし 1年で話し足

りないということであれば、また継続で次年度も審議していただいてもよいかと思いま

す。ただ、全体会でちょっとお話しした中で、一応各部会でテーマを設けて話し合って、

2月の全体会でそれぞれどんな話をしたかというところは報告して、社会教育委員さん

全員で共有をするというところは考えております。 
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【部会長】話は違うんですけど、下にレストランがありますよね。あれは土日はやって

いないのか。 

 

【指定管理者】今現状ではやっていません。 

 

【部会長】例えば日曜日の大きい催し物があったときとか、そういうときはやると結構

入るのでは。 

 

【指定管理者】事前にもしこの日だけどうしてもということは要相談で、それは全く無

理ということではないかと思います。公民館まつりのときにも開けたりしていますの

で。 

 

【委員】開けているんですか。 

 

【指定管理者】1日だけなんですけど、土曜日だけは開けました。 

 

【部会長】場所も地下だとなかなか気がつかないんです。上のほうなら役場に来たとき

に見えれば、コーヒーでもってことにもなるが。 

公民館は昼休みも関係ないんですよね。昼休みも利用できるんですよね。 

 

【指定管理者】はい。 

 

【部会長】最近、結構そこで職員が食事しているんだよね。あれ、職員でしょう。 

 

【指定管理者】あれは町の方で、12 時から 1 時の間でお昼を食べている方はいらっし

ゃいますね。 

 

【部会長】町に食堂、食べるところないの。 

 

【事務局】休憩室というのがありますが、やはり天気がいいときとかはみんなこっちへ

出てきたりしています。ちょっと休憩室は、陰気な感じのする所なので。 

 

【委員】展示コーナーのところでも食べていますよね。 

 

【指定管理者】お昼ですね。使っていらっしゃる方がいらっしゃいますね。 

 

【委員】食べに来ていらっしゃる。 

 

【指定管理者】お昼に町民センターへ来られる方は、若い方が多いですね。 

 

【委員】若い人が結構多いです。 

 

【部会長】大体いいですかね。 

 

【事務局】それでは、今後の部会は、この審議テーマでご審議いただくということでよ

ろしいですか。 

 

【副部会長】そうですね。永遠のテーマで。 

 

《各委員了承》 

 

 



15 

 

9．その他  

・次回の部会の開催予定について   

10月 26日 (金 )  13:30～  町民センター 1階会議室  

※今後審議を進めるにあたって、必要な資料等があれば事務局まで  

    連絡を入れて欲しい旨の依頼。  

 

10．閉会    

加藤副部会長  

 

配付資料 

資料 1 平成 30年度寒川町社会教育委員会議  公民館部会  名簿  

資料 2 平成 29年度公民館講座事業実績  

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 寒川町指定管理者制度に関するモニタリング評価について  

資料 5 指定管理業務モニタリング票（施設類型Ⅱ）【公民館用】  

資料 6 今年度の審議テーマについて  

議事録承認委員及び

議事録確定年月日 
・三澤勇    ・平本正子 

（平成 30年 6月 29日確定） 

 


