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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 1回公民館部会  

開催日時  平成 29年 5月 24日（水）午後 2時 00分～ 3時 55分  

開催場所 寒川町役場  東分庁舎 2階  第 3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：なし  

議 題 

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)平成29年度公民館事業計画について 

 

決定事項 
協議事項(1) 

 

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  

  部会員の互選により  

  部会長：鈴木委員  副部会長：佐藤委員に決定。  

  鈴木部会長・佐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 (案 1)毎回部会長及び副部会長が議事録承認委員を行う。  

(案 2)部会長を除く名簿順に 2名ずつ議事録承認委員を行う。の 2案を提

案。部会員の協議により (案 1)で決定。  

 

【委員】議事録のつくり方なんですけれども、いわゆる文字起こしということになりま

すけれども、ニュアンスが伝わらない議事録があまりにも多過ぎた。つまり、事務方で

もってそしゃくしてしまっているので、そういうことがないように、余分な言葉は省い

てもらって結構ですけれども、できる限りてにをはのところで、こんなふうに言ってい

たということで共有していく必要があると思うんですね。今回、法律論議ではありませ

んので、非常にニュアンスが重要になると思うんです。よろしくお願いいたします。 
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【事務局】できる限り全文議事録ということですね。 

 

【委員】ええ。 

 

【事務局】はい。承知いたしました。 

 

【委員】もう一つすみません。この議事録の発言者の名前は出るということでいいんで

すよね。 

 

【事務局】作成の時には入れた形で作成しますが、ホームページにアップする際には委

員という形になります。ただ部会長・副部会長については部会長・副部会長という形で

載ります。 

 

【委員】それは何か理由があるんですか。お互いに発言に責任を持つというんだったら

全部オープンにしてしまったらどうですか。ホームページも含めてですよ。だってこれ

は町のお金を、わずかだけれども使っているわけでしょう。だから全部オープンにした

らどうですか。提案です。 

 

【事務局】こちらの部会だけ名前を出して、これまでの社会教育委員会議はどうするか

というところまでかかわってくるところもありますので、そこは勘案しながらやってい

きたいと思います。 

 

【委員】結構です。 

 

【部会長】ではそういうことで、今回はお名前を出さないということになりました。よ

ろしくお願いいたします。 

 

7．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 2) 

  ・事務局から資料 2によりモニタリング評価の概要説明  

 

【委員】外部モニターの選出 1名というのは、この 5名から 1名をということですね。 

 

【事務局】そうです。 

 

【委員】8ページに専門的な知見による確認と書いてあるんですけれども、モニターを

する方に専門的な知見が不可欠だという意味ですか。 

 

【事務局】不可欠というか、社会教育委員さんから構成されている公民館部会になりま

すので、社会教育委員さんをやっていただいている時点で社会教育施設についての専門

的な知識をお持ちであるという判断をさせていただいております。 

 

 ※委員の互選により杉山委員に決定 

 

(2)平成 29年度公民館事業計画について（資料 3）  

  ・町民センター副館長から資料 3町民センター分について説明  

 

【委員】2 つあります。1 つは、ママとベビーのふれあい体操という新しい試みなんで

すけれども、いつもこういう話になってくるとどうなのかなと思うのは、社協との関係

ですね。つまり社協でも同じようなことをやっているんじゃないかと思っている中で、

向こうは別の指定管理者ということなので、せめぎ合いなのかもしれないし、ある意味

で言ったらもう縄張りはないという意味合いでいいのかなと、平たく言いますと。この
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辺はどうお考えでしょうかというのが 1つ。 

 2つ目はだがしや楽校、これは楽しい学校という意味でこういう名前になっているん

だろうと思うんですが、実際の読み方をもう一度教えていただきたい。「ラク」でいい

んですか。 

 

【指定管理者】読み方に関しては、普通、学校は「学ぶ」ほうですけれども、これは「楽

しい」と書いてガッコウと読ませます。 

 

【委員】ガクと読むんですね。わかりました。ありがとうございます。 

 

【指定管理者】ママとベビーに関しましては、実施に当たっては役場のそういった部署

との連携も考えた上で計画していこうと思っていました。社協さんで同様の事業がある

と委員からご指摘がありましたが、公民館では実施しておらず、オーエンスとして強み

の部門でもあるため計画しました。参加者や内容がなるべく同じようなものにならない

ように工夫はしていきたいと思います。よく調整を図った上で進めていきたいと思いま

すのでよろしくお願いいたします。 

 

【委員】これは和室か何かでやるのですか。 

 

【指定管理者】そうですね。多分畳の部屋のほうがよろしいかと思います。 

 

【委員】この件で、私としては、特に社協のやっている仕事というか活動を特に意識す

る必要はないという考え方です。固定化してしまうと競争も生まれないし、知恵も働か

ないというのがこの世の中の常ですから、提案していって、社協のやっている仕事をと

ってしまうというぐらいのつもりでいいと思うんですよ。ただ、社協をコントロールし

ている、他部署の仕事をとってしまうというと穏やかではないと思うんですね。でもそ

れはそれ、進めていただいたらどうでしょうかというのが私の意見です。 

 

【委員】結構保健所なんかでもやっていますよね。主任児童委員をやらせていただいて

いるのでかかわったりしているんですけれども、同じような感じかな。でも結構そこで

知り合ったママたちが日ごろ連絡をとり合っているので、ママたちは友達づくりをした

いというのがすごくあるし、子どもの情報交換、離乳食なんかもそうですけれども、す

ごく悩んでいる方が多いので、そういう場で話し合いができたらなと思ったので、やっ

ていただきたいと思います。 

 

【事務局】身近な公民館でやれるんだったらなおさらです。またそこに集まろうという

ことになります。 

 

【委員】そうなんです。月曜日もあったんですけれども、大村なんかでも赤ちゃんたち

を集めて、やっていたり。 

 

【委員】中瀬のほうでもやっていましたね。 

 

【委員】大村と中瀬と町民センターでやっていたんですよ。あとの公民館は使われてい

ないので。 

 

【委員】じゃあいいんじゃないですか。 

 

【委員】遠いところに住んでいる方が、子どもを歩いて乳母車で押していくよりは、車

で来てとめられるところのほうが来やすいというのはあるみたいですね。 

 

【委員】ゼロ歳児ですからね。歩いて行けるところのほうがいいんじゃないですか。 
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【委員】それは地域集会所のお話ですか。 

 

【委員】そうです。 

 

【副部会長】公民館よりそっちのほうが利用価値があるね。 

 

【委員】そこは館長のところのコントロール下に入っていないですよね。 

 

【指定管理者】入っていないです。うちはあくまでも 3館だけなので。 

 

【委員】そうですよね。だから、行くところがない。だからそういうところでやってい

ただければ。 

 

【副部会長】サークル入会体験フェスタ、これは何をやろうとしているんですか。 

 

【指定管理者】やり方はこれからなんですけれども、9月 1カ月間をサークル入会の強

化月間として 3館合同で実施します。事前に各サークルに趣旨をＰＲしますが、受け入

れを希望しないサークルもあるかと思います。各サークルから、活動日の中で見学や入

会の受け入れ可能な日程を聞き、1カ月間の一覧表を作成して館内に掲示するような形

式になろうかと思っております。事前にサークルさんと調整した上でですね。 

 

【副部会長】わかりました。これは 3館をイメージしているということですね。 

 

【指定管理者】これに関しては 3館合同で、同じ時期 1カ月間ということでやりたいと

思っています。 

 

【部会長】事務局に聞きます。去年企画運営委員ですったもんだ、わいわいがやがやや

りましたよね。会に入ってもらうリーダーを育成しようとかやりましたね。そういって

3館共同でさむかわデビューみたいなお話は、今の館長さんには調整か何かでお話しさ

れているんですか。 

 

【事務局】選択肢の 1つとしてそういうものはありますが、今ありましたとおりオーエ

ンスさんの強みというか、これまでのノウハウみたいなものを加味した上でアレンジし

て、こういう入会キャンペーンをやるとか、衣がえというか、形を変えた地域参加への

促しみたいなものをやっていくという趣旨では、引き継いでやっていただいていると考

えております。 

 

【部会長】ありがとうございます。わかりました。ほかにございませんか。ないようで

すので、町民センターの計画の分は一旦切りまして、次の説明をお願いいたします。 

 

・北部公民館副館長から資料 3北部公民館分について説明  

 

【委員】吹き矢はどんな感じですか。 

 

【指定管理者】普通の吹き矢と違いまして、スポーツ吹き矢といって結構長い吹き矢で、

級によって分かれるようなんですけれども、6メートルから十何メートル先に的があり

まして、それに向かって吹きます。2時間で一応できるようにはなるようなんですが、

行った方の経験談によりますと、腹式呼吸で、腹筋が鍛えられて、そういうところの効

果もあるということです。 

 

【委員】それでスポーツという感じなんですね。 
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【指定管理者】ただ、つばが出るものなので、マウスピース代を少しいただいて、個人

で買っていただくような形で進めさせていただきます。10 人ぐらい横に並んで的を並

べてやるものです。 

 

【委員】それから、南部は開放する部屋があったりするんですけれども、北部はないん

でしょうか。 

 

【指定管理者】開放といいますと。 

 

【委員】開放というか、南部の場合は敬老室を開放して自由に囲碁ができると書いてあ

るんですけれども。 

 

【指定管理者】敬老室がありまして開放の事業をやっております。 

 

【委員】やっているんですか。 

 

【指定管理者】ここには抜けておりますが、時間を午後の何時からか決めておりまして

開放して、皆さん囲碁とか将棋とかやられています。 

 

【副部会長】年中やっていますよ。 

 

【委員】そうなんですか。すみません。 

 

【指定管理者】いつもやっているので。申しわけありません。抜けておりました。 

 

【部会長】北部は推進委員の皆さんが 11 も行っているんだね。すごいやる気があるん

だね。 

 

【副部会長】新しく 2つ入れたから。1つは入りそうだけれども 1つはちょっと窮屈な

んだよね。 

 

【指定管理者】追加でございますがスポーツ吹き矢なんですけれども、私が前いた公民

館でもやはり講座をやって、そこからサークルが立ち上がった例もあります。寒川でも

そのような流れになればよいと思っています。補足で説明をさせていただきました。 

 

【部会長】ありがとうございます。ほかにいかがですか。ございませんか。ご意見がな

いようですので北部はこれで打ち切りにして、次に南部ですか、ご説明をお願いしたい

と思います。副館長、お願いします。 

 

・南部公民館副館長から資料 3南部公民館分について説明  

 

【委員】今回並べていただいたのは、基本的には自主事業ということですね。 

 

【指定管理者】はい。 

 

【委員】このほかに、何枚もの個別事業、事業と言わないんですか、サークル活動とか

ありますよね。それはこの中には当然入っていないわけで、それはそれでよろしいんで

すけれども、公民館としてのにぎわいを創出してくださいよというのが一番最初に来て

いたはずですよね。それをこれだけでやろうという意気込みはいいんですが、これも含

めてですね。ですから、周りでやっている各サークルもこういうものに入れ込みながら、

全体的ににぎわいを創出していくというのがあってもいいんじゃないかと感じたこと

が 1つ。 
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 2つ目に、今回福祉会館という福祉とつくものが 2カ所、公民館は 3カ所、プラス 1

ですね。そういうことなんですが、ここでお聞きしたかったんですが、これは教育総務

課の問題なのかもしれませんけれども、公民館及び福祉会館は競争する必要があるのか

どうか。つまりイベントの内容でそれぞれに競って、私のところはこんなことができる

んだ、あるいはこんなことをやっているということを言って、その地域のいろいろな人

たちのにぎわいを創出していくという個別の計画が 1 つあっていいと思うんだけれど

も、そうじゃなくて、寒川町と頭に冠がつく以上、寒川町としてどうしてもこれだけは

やっておきたいというイベントが、ここの中には別々の名前で通っていると思うんです

よ。何か 1つ共通のイベントがあってもいいんじゃないかと。例えばジュニア絵画教室

というものがあります。これについては子どもたちの情操教育のためにどうしても必要

な 1つの手段ですと。だったら、北部も南部もセンターもやりますよという金太郎あめ

みたいなものがあってもいいのかなとちょっと感じましたけれども。この辺はどう解釈

したらいいんですか。これを見ていると競っているというのがまざまざと出ていますよ

ね。例えば寒川駅の周りにいる人たちは、北部に行くのか南部に行くのか、ほぼ等距離

にいるわけですよ。そこでもっていろいろな講座を、南部も北部もやっている中で、こ

っちがいいなというのであっちに行ったりこっちに行ったりしているのが今の状態だ

と思うんですね。こういう繰り返しでやっていくと多分お互いに疲れてしまうと思いま

す。企業じゃないので、競争する必要はないので、必要なものを適時広めていく。そこ

にいろいろな人がわざわざ歩いてきて、健康のためにウォーキングしながら歩いてき

て、べちゃべちゃばかなことをしゃべりながらというものを含めて会話を楽しむという

のがあっていいと思うし。去年の 6月のハーバード大のレポートもそうですよね。若い

ときからずっとコミュニケートしていた人たちは結果として長生きする。病気にもあま

りかからない。かかっても耐性ができているからとてもいい雰囲気でもって結果として

長生きするというレポートが上がっている中で、公民館はお互いのコミュニケーション

をとるための場としてとても重要だなと思うので、個別はいいんだけれどもなんか 1

つ欲しいなと思いました。特に先週、私の家の北 50メートル、南 50メートルで火災が

あって、完全に将棋でさされた感じがあったんですけれども、しばらく火災がないなと

思っていたら途端にこういう話が。そういう中でこういう、防災講座というのがどこか

にありましたね。 

 

【指定管理者】はい。町民センターで。 

 

【委員】ですよね。意外と忘れたころにこういった問題が出てくるし、今地震がないけ

ど忘れたころに起こりますよね。お互いにそういうものを啓蒙するというのが必要では

ないかなと。広域避難場所として認定されるのは今センターだけですよね。南部・北部

の公民館は広域避難場所ではない。 

 

【事務局】センターは広域じゃなくて、南部と北部が一時避難場所です。 

 

【委員】逆か。一時避難場所か。センターはそういうものは一切関係ない。受け入れな

いという。 

 

【事務局】そうですね。体育館がそばで広域避難場所になっていますので。 

 

【委員】そんなようなところも含めて、僕も知らないぐらいだからほとんどの人が知ら

ないんですよ。だから何かあったときに右往左往するに決まっているわけです。そのよ

うなことを地道に統一的に啓蒙するというのがあってもいいのかなと、そんな思いもい

たしましたね。 

 

【事務局】確かにそういうことに着眼しながら、これまでやっていたものをまずはオー

エンス流に消化して、町民の方たちに提供する。当然、あれはよかった、これはよくな

い、これはこうしたらいいという話がこれから出てきます。そうしましたら今のことも
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含めまして事業的には淘汰されいくのかなと思います。南部はクッキングが盛んなので

クッキングの専門の何かをやっていこう、北部はスポーツ吹き矢を伝統にしていこうと

か。もう一つの仕掛けとして、3館合同の、横串的なイベントがあります。そういう仕

掛けもこれからオーエンスさんと協力しながら、何か見つけていけるのかなと。いろい

ろなノウハウはお持ちの方たちですので、そういうところは利用させていただくという

ことで、何か新しいものを見つけていければよいですね。 

 

【委員】その件に付随して、オーエンスさん、今回初年度ですから、これで学びながら

寒川町に合ったものを次年度以降提案してもらえるといいのかなというのが基本的に

は前提なんですけれども。こういったものをやっていたから来年もやらなければいけな

いということではないと私は思っています。いろいろなものをやればいいというのでは

なくて、僕はスクラップがないとだめだと思っています。ビルドばかりやっているから、

いろいろなことをやっているうちに管理するだけで疲れてしまう。ニーズが低いものに

ついては別の組織でやってもらうということも含めて検討してもいいんじゃないかと。 

 

【指定管理者】本当に今委員がおっしゃるとおりで、まず継続事業という大前提があり

ましたので、それは 1年間はとりあえずやってみます。今委員からスクラップ・アンド・

ビルドという言葉がありましたが、やってみて優先順位をつけて、当然新しい事業にも

取り組んでいかなければなりませんが、事業が増えていくだけだと問題があると思いま

す。増やすからには少し削った上で、新しいものにも取り組んでいきます。来年からも

う少し新規を増やしながら、なくなる事業もあるかもしれませんけれども、そこは 1

年間取り組んで中身をよく分析していきたいと思いますのでよろしくお願いします。 

 

【委員】今おっしゃったとおり、オーエンスさんも初めて、1年間試行錯誤でやってい

ると思うんですね。ですから 1年間やってみて、継続するものとかあまりよくないとか、

新規にやってみようというのはいろいろするのもいいと思います。 

 

【副部会長】私思うに、青少年期というんだけれども小学生なんだよね。私は中学生と

か高校生あたりを対象にしていかないと、北部公民館を見ても子どもと年寄りしかいな

いのでね。私は本当をいうと真ん中を集めたくてしようがないんですよ。中学生とか高

校生とか、大学生とか。そういう人をどうやって集めるか、私は一生懸命考えているん

だけれどもなかなかうまいこといかないんだけれども。その辺は何か一緒に考えていた

だけるといいかと思うんですけれども。今すぐやれとはいいません。これからそういう

格好で一緒に考えていきたいなと思うんですけれども、よろしくお願いします。 

 

【委員】いろいろと意欲的な計画を立てていただけるという館長さんのお話、大変あり

がとうございます。1つリクエストがあるんですが、どこのタイミングでとは申しませ

んけれども、今やっている講座は回数が多いものでも 9回とか、ほとんどが 2回前後で

すよね。つまりほとんどが各館において線香花火をやっているだけなんですよ。定期的

に開催されていない。何を言っているかというと、毎月必ず第何曜日にはこの講座があ

りますよというものがないと、先々にぎわいはつながっていかないと思います。町の事

例をいろいろとあえて出しますと、例えばフリーマーケットとかブックフェアとかを駅

前で行うというものをやりますよね。ああいうものを、月 1回ではなくて毎週土曜日に

朝市みたいなものをやって、例えば必ず土曜日の朝７時に集まってくるような仕掛けづ

くりがあると必然的に皆さん集まってくるし、アイデアが出てくるんじゃないかと思い

ますので、いつの日かそんなことも考えていただけたらと思います。公民館で朝市をや

っていいんじゃないか、農家さんどうぞ野菜を持ってきてください、そこで売っていい

ですよというのはだめですかね。 

 

【事務局】うまくＪＡさんとタッグを組むとかです。 

 

【委員】いやいや、ＪＡなんかだめですよ。 
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【事務局】じゃあ個人ですか。 

 

【委員】そうです、個人の。要するに顔の見える方との相対での、コミュニケーション

をしなければいけないじゃないですか。ＪＡが入ったら値段で幾らからという話になっ

てしまうから。 

 

【事務局】商売がたきかなと言われるといけないのかなと思ったんですけれども。 

 

【委員】なったらいいんじゃないですか。 

 

【事務局】そうですね。なかなか役所では手が出せないようなところでもオーエンスさ

んだったらというところでのチャンスはありますよね。 

 

【委員】ありますよね。事例としては公民館まつりで物品販売をやっているじゃないで

すか。それの定例化を図りながらでもやるとかいう検討。今すぐやるとああだこうだと

言ってくる人がいるに決まっていますから。 

 

【事務局】何かできないかということから考え始めるということですね。 

 

【委員】そうですね。 

 

【指定管理者】提案しましただがしや楽校なんですけれども、今年は 12月ということ

になっています。私が前いたところでもやったんですけれども、それを 1回だけの打ち

上げ花火ではなく、例えば毎月は無理にしても 2カ月に 1度必ず、今委員がおっしゃっ

たように偶数月の第何曜日にだがしや楽校がありますと。店開きをする人を何人かこち

らでプールしておいて、順繰りに店を出してもらって。だがしや楽校は何か自分が持っ

ている趣味、特技を出店する人がいて、それを見に来る人があればできる企画なんです。

だがしや楽校の趣旨はまちづくり、人と地域とのつながりなので、年に 1回だけの打ち

上げ花火ではなくて、できたら、ほんとうは 2カ月に 1度ぐらいやれるのが理想的かな

と思ったところで、こちらに異動になりましたので、その辺のことも考慮しながらやっ

ていければいいなと思います。今年はそのやり方は無理なんですけれども。 

 

【委員】そういうお話があったので再度お願いしますけれども、これは事業計画なんで

すよ。事業計画の内容、エビデンスはあるけれどもいつまでに何をというのはないんで

す。これを事業計画とは言わないんですね。これは事業と関係ない、プランだけですか

ら、ぜひ館長さんのところで、企業の活動をされてきた方ばかりなので期待したいです

ね。何を言っているかというと、来年度、30年度、4月 1日からの全館スケジュールは

こうですと、このアイテムについてはこういう形でやりますということを言えるような

仕掛けづくりが今年度、29年度の最大の課題ではないのかと思います。 

 

【部会長】事務局に尋ねたいんですが、この推進員会議事業というものがありますよね。

推進員の皆さんが利用者の会なんかと一緒で何かやる。ふと、こんなことを言った人が

いたんです。俺たち教育委員会から委嘱状をもらって 2年間頑張りなさいと言われるん

だけれども、2年間あまり声もかけてもらえないと。自分たちは利用者の会から、あな

たたちどんな仕事しているの、どんなことをやるのと白い目で見られたときがあって

ね。何となくすっきりしないと推進員の皆さんが言うのね。何をどのようにしていいか

という、目標みたいなものがあるのかないのか知りませんよ。ふと、2年間声もかけて

もらえないんだよと言ったから、あれと思ってさ。あなたたちに委嘱状を渡して 2年間

お願いしますよだけで終わっているんですか。そうでもないんですか。 

 

【事務局】これまで公民館、町民センターの組織の中でやっていましたから、うかがい

聞くだけでしたが、今年度からは私どもも参加させていただいております。 
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【指定管理者】会議自体、来月 1回は案件がないのでやらないということもありますけ

れども、基本的に月に 1 回集まっていただいて事業のことについて進捗を常に確認し

て。 

 

【部会長】新しく変わり出したということですね。 

 

【指定管理者】多分会議自体の回数的には去年もそういう回数でやられていたような気

がしますが。 

 

【部会長】そうですか。 

 

【事務局】今部会長が言われたのはどの部分のことを言われているのか。 

 

【部会長】いや、言っている人も、何となく利用者の会に、仲間に入ってやるんだけれ

ども、推進員、十何人いるんだけれども、自分たちもぱっとしないと言ったのか、年に

4回ぐらいの会議でいいだろうと言ったのか、報告書を出すのが必要なのか、いいとか

悪いとか何も評価してもらえなかったことに対して心配なのか、その辺がよくわからな

いんだけれども、ちらっとそういうことを言ったから、あれと思ってさ。こんなに北部

なんか積極的にやっているのもあるし、困ったなと言う委員もいたから、こんなに差が

あるのかなと思ってさ。 

 

【事務局】基本的には、各公民館で推進員会議の事業ということで実施していただくこ

とと、あとはまつりに向かって協力をして、実行委員会とか、各地区部会に、推進員も

参加して、一緒になって公民館まつり等の運営に当たっていただいているという形で、

公民館のそういったことを盛り上げていただいていると私なんか認識しているので、今

言われた部分では、声かけとか、推進員会議の事業についても、まつり等で推進員だよ

りをつくってＰＲをしていく形もとっているので、それが足らないとかいう部分がある

のかもしれませんけれども、そんな形で扱うような形になっているんです。 

 

【部会長】いずれにしても今度流れが変わっていくんですよね。今までのイメージとは

ちょっと違ってくるんだよね。 

 

【事務局】そうですね。教育委員会の教育総務課についても、そういった指定管理者の

つながりもありますので、その辺の 2方向で見ていくのかなと思います。 

 

【部会長】わかりました。ほかにまとめて何か委員の皆さんご質問ございますか。 

 

【委員】分室に関してはどうなんでしょう。あそこは事業とかやっていないんですか。 

 

【指定管理者】去年も 1つ体操系があったかと思うんですけれども、それぐらいの規模

なんです。今年は、分室の事業は今の時点では入れていないんですけれども、分室でや

った事業は昨年度も１本ぐらいの事業だったような気がします。事業は圧倒的に町民セ

ンターの中で。町民センターの分室という位置づけなんですけれども、あちらでの事業

というのは限られてくるのかなと。 

 

【委員】マージャンもやっているとかいう話も。 

 

【指定管理者】サークルとしてはあるんですけれども。 

 

【委員】ありますよね。 

 

【指定管理者】ええ。サークルとしては活動されているんですけれども、主催事業はあ
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ちらでは少なくなると思います。 

 

【委員】そうですか。わかりました。 

 

【委員】この公民館、あるいは福祉会館を使われる人の名前を把握するとか、捕捉する

ことは無理だと思いますけれども、どういうイベントにどういう人が来ているのか、あ

るいは別の会、我々住みよい町・さむかわにする会でやっているのは、実はほとんどこ

ういったただのところでやっているわけですが、そういったところに来た人の回数、人

数とか、いろいろと捕捉しながら、何がにぎわいを出してくるのか、もちろん目的別に

ですけれども、そういう分析があってもいいのかなと思うんですね。例えば今北部公民

館で毎週月曜日の 5時から 7時まで、中学 1年生から 3年生の受験対策の無料の塾を行

っているんですけれども、希望者が多くて入り切れないんですね。まもなく南部でもそ

の展開を始めようとしますけれども、そういうものの人を集めるとかなりの人数になっ

てくるんですね。いろいろなサークルの人たちとコミュニケーションしながら、情報交

換をしながら、どういうニーズがどこに埋もれているかもしれませんし、何かのコミュ

ニケーションをするという件については、ぜひまたこれも新年度に向けてやっていただ

いたらどうかなと思いますね。我々、音楽会と映画会を春と秋にやっているんですけれ

ども、ほぼ満席にしているんですね。同じ町民センターを使う。でも、同じ町民センタ

ーを使っても 100人とか 200人のサークルもあって、使っている回数だけでいくと間違

えると思うんですね。費用対効果というとぎすぎすしますけれども、どういうものに使

うべきかというものをつかんでおきながら、でも排他的、こういうニーズでは使わせな

いよというわけにはいかないから、利用効率が悪いとか、いろいろと言われているわけ

ですよ。例えば料理教室をやったって、月に 1回か 2回じゃないかと揶揄されるような

状況も南部はあるわけです。そうならないように、何か情報公開しながら効率を上げて

いくというのも１つの手だと思うんです。効率が上がれば結果として利用者が上がるわ

けですから。 

 

【部会長】ありがとうございました。時間も迫ってまいりました。平成 29 年度の公民

館事業計画について説明していただきまして、たくさんのご意見、ご質問、いろいろ提

案等もございました。これで一応締め切りまして、事務局と館長さんとよろしくお願い

したいと思います。 

 

8．その他  

・次回の部会の開催予定について   

  2月頃開催予定。現状確定していないが、早い段階で確定し提示する

旨、事務局より説明  

 

【部会長】ありがとうございました。次回の予定の話もございました。その他、全部ひ

っくるめて、委員の皆さん、あと 2月までしか話すこともありませんので、ご意見、何

かございましたらおっしゃってください。どうぞ。 

 

【委員】来年の 2月までって半年ないということですね。 

 

【事務局】そうですね。 

 

【委員】この会議はどうでもいい会議なんですよ。半年間なくていいということだから。 

 

【部会長】今回初めてだからいい。 

 

【委員】もっと公民館を使ってもらおうじゃないかという話の中でやっていて、各推進

員さんもいろいろやっている中で、大本営のこの場で、これだけの打ち合わせで、はい、

来年度となってしまうというのはこれでいけますか。大丈夫ですよと言っていただけれ
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ば問題はないんだけれども、僕も長らく経営の第一線におりましたので、そんなことや

っていられるのかなとちょっと心配なんですよ。ほとんどは積み上げ方式で、結果とし

て、来年度事業計画というのはどんなに遅くても 8月・9月につくるじゃないですか。

こんなふうにしていこうよねという。開発計画なんていう話になったらもっとスピード

が速いですよね。そう考えていくと、来年、30 年度、公民館をこんなふうにもってい

きたいなという青写真が夏場ぐらいに出るんじゃないかと、それからそれにくっつけて

いくとなると、2月ではいくら何でも勝負あったと。身動きとれないんじゃないかとい

う気がしますね。 

 

【事務局】開催をもうちょっと早くとか、あるいは 10 人の社会教育委員会議がありま

すけれども、そちらをもう一度部会の方にシフトを変えていくこととかも視野に入れて

いきたいと思っております。 

 

【委員】なんか大げさにするんじゃなくて、個別のミーティングをするとか、経費の問

題がいろいろとあるので、積み上げていくというのが必要じゃないかと思えるんですけ

れども。この手のマネージというのはオーエンスに任して、館長さんということになる

んですか。 

 

【事務局】任せきりというわけでは当然ないです。 

 

【委員】でも結果として、公民館の利用者数が、件数も含めて上がらなければ問題なわ

けでしょう。この 1点だけですよね。もちろんモニター評価とかありますけれども。利

用者がいなければ何を言っても始まらないわけですよね。これをどう上げていくかとい

うことを、町も、オーエンスさんも、同じ船にいるわけですよ。そのときに、ともかく

よきにはからえといって、ここにリストがあるじゃないですか。この中で。これってみ

んな発散しているわけですよ。任したんだから、その結果こうでしたよ、残念でしたね

でおしまいなんです。これを町は連綿と何十年とやってきているわけ。それで町は潰れ

ないんですよ。なぜかというと税収は必ずあるから。我々、企業にいたときは、競争に

負ければ潰れるし、そういうことを皆さんやってこられたので、ぜひ事業計画というこ

とをやってほしい、つくってほしいんです。どうやったら創出できるか。これを町とオ

ーエンスさんとやってほしいんです。いろいろなアイデアを委員さんから出してもらっ

てですね。 

 

【部会長】9月にオーエンスさんと会議があるんでしょう。 

 

【事務局】モニタリングのことですか。 

 

【部会長】それも含めてさ。大なり小なり、館長さんのほうから半分やれば大体流れが

わかるという話も出るんじゃないの。 

 

【事務局】9 月というのはその時期を狙ってのモニタリングというところがあります

ね。 

 

【部会長】そういうものを見るとだんだんわかってきて、来年の 2月ごろにはもっとい

い形の話ができるんじゃないですか。 

 

【事務局】モニタリングは 9月と 2月ということで、6カ月単位です。 

 

【部会長】モニタリングだけじゃなくても、9月ぐらいには多少、話し合いはあるんで

しょう。 

 

【事務局】それはもう見えてくるとは思いますね。半年やってというところで。 
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【部会長】思いますよ。 

 

【事務局】その開催の時期も考えていきたいと思います。 

 

【部会長】なかなか企業みたいに、来年の計画を 12 月に概算要求やって決めましょう

というわけにもいかないでしょうから、その辺もう少し時間があれば館長さんのほう

で。だんだんいいほうに転がっていくんじゃないかしら。そんな気がするけどね。 

 

【委員】問題は、我々、今回たまたま選ばれた 5人ということで委員になっているわけ

です。委員というのはでき上がったものをそこで肯定する、承認するだけでいいのか、

いわゆる審議会と同じですよ。審議会も私、基本的にはいろいろと意見を言いますよ。

反映された試しはあまりないです。つまりガス抜きなんですよ。それではだめですよと

何度となく言っているわけです。つまり企画そのものを練ってもらって、それが町民の

ニーズと合っているかどうかという意味で公民館の委員がいるわけですよ。そのすり合

わせをした上で事業計画ができてくるわけです。それを僕はさっき別の言葉で積み上げ

と言ったんです。この作業がないと、結果として頭だけ進んで手足がついていかないと

いうことが起こります。だからもし 30年度を目標に少し変えようというお気持ちがあ

るのであれば早目にやらないといけないし、今回はこれでいって、31 年度を目標にす

るんだったらそれはそれで結構です。この辺のところはぜひお二人で話をして、こうい

う目標でこんなふうにするよ、だから委員はこのように動けと言っていただけたほうが

我々は働きやすいですね。 

 

【事務局】わかりました。 

 

【委員】ぜひよろしくお願いします。今ほんとうに雲をつかむような話なんですよ。何

をお話ししていいのかわからないんですね。 

 

【部会長】ありがとうございました。時間もあと 10 分ぐらいなんですが、どうでしょ

う、事務局のほうから。 

 

【指定管理者】事業とは離れますけれども、利用者サービスの点で 2つぐらいご報告が

あります。 

 まず 1点は、町民センターの地下 1階にレストランがあるんですが、休業中だったん

ですけれども、今週の月曜日にリニューアルオープンいたしまして今日が 3日目です。

とりあえず平日営業なんですけれども、11 時から 4 時までの営業時間ですので、お食

事じゃなくて喫茶だけでもご利用になれますから、ぜひご利用いただければと思いま

す。 

 それから今皆さんが使っていただけるコピー機があるんですけれども、コピー機以外

に簡易印刷機、二色刷りのリソグラフというものですが、今月末に配置しまして 6月 1

日から、コピーは 1枚 10 円なんですが、印刷機のほうも廉価で利用していただけるよ

うに、最終的な金額はまだ詰めますけれども、基本的に紙は持ち込んでいただいて、製

版代とインク代は数十円で利用できるようなことで調整しております。 

 あと、我々のホームページができています。そこに終わった事業の報告は適宜アップ

していきたいと思っておりますので、今日ご説明したこの事業計画ももちろん見られる

ようになっていますし、それ以外にこれからやる事業の予告、それから終わった事業の

レポートは順次入れていこうと思っていますのでぜひごらんいただければと思います。

よろしくお願いいたします。 

 

【委員】どこのホームページですか。 

 

【指定管理者】寒川町民センターと検索してていただくと寒川町のホームページが 3

つ 4つ出てくるんですけれども、5番目ぐらいに出てきますね。町民センター、南部公
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民館、北部公民館のお知らせ。それがオーエンスでつくったホームページです。 

 

【委員】ということはオーエンスさんでつくったホームページとリンクがとれていると

いうことですか。 

 

【指定管理者】うちのほうから役場には飛べるんですけれども、今度は役場からうちに

リンクできるように、そこまではできていません。今やっていただいている最中です。 

 

【委員】そうですか。わかりました。それはすばらしい。それと、コピー機という話で、

あるいは印刷機、ウエルカムなんですが、できれば製本機みたいなもの、あるいは 2

つ折り機とか、ああいうものも少し視野に入れておいてほしいんですよ。あれができて

くると、茅ヶ崎のサポートセンターに流れているのはここでとどまるんですよ。 

 

【指定管理者】製本機ですか。 

 

【委員】製本機というのは 2つに折るとか、ありますよね。あの手の、大した費用じゃ

ないんですが、あるとここへ来ますよ。6月 1日からですか。 

 

【指定管理者】印刷機は赤と黒の 2色刷りができるようになっています。 

 

9．閉会    

佐藤副部会長  

配付資料 

資料 1 平成 29年度寒川町社会教育委員会議  公民館部会  名簿  

資料 2 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 3 平成 29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  

議事録承認委員及び

議事録確定年月日 
・鈴木英之    ・佐藤守 

（平成 29年 6月 23日確定） 

 


