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（会議の概要） 
１３時３０分開式 
 

事務局 

会議を始めます前に、平成２６年度の松林公民館の職員体制変更につきまし

て、また、ご都合により永田委員が辞任され、その後任に平山委員が委嘱され

ましたので、この２点につきまして、ご報告をさせていただきます。 

 まず一点、松林公民館の職員体制についてですか、前任館長遠藤が平成２６

年３月末を持ちまして退任となり、後任に文化生涯学習部文化生涯学習課より

私、中山が着任いたしました。その他、職員の熊谷、石井、社会教育嘱託員４

名につきましては、昨年度から変更はございません。引き続き今年度も、よろ

しくお願いいたします。 

 二点目、永田委員の辞職に伴いまして、今回より平山照子委員が茅ヶ崎市立

松林公民館運営審議会委員として委嘱されました。平山委員よりご挨拶お願い

いたします。 

 

平山委員 

 ご紹介いただきました平山です。松林公民館利用者協議会の推薦でまいりま

した。皆様にご迷惑をおかけするかもしれませんが、よろしくお願いいたしま

す。 

  

事務局 

 よろしくお願いいたします。 

 それでは、ただ今より平成２６年度第１回茅ヶ崎市立松林公民館運営審議会

を開催いたします。本日、欠席のご連絡をいただいている委員は西片委員お一

人となっております。 

 茅ヶ崎市公民館条例第施行規則第１３条第２項の開催要件を満たしているこ

とをご報告いたします。なお、本日傍聴の申し出はございません。 

 では、議事進行につきましては、茅ヶ崎市公民館条例施行規則第１３条第１

項に基づき、細田会長にお願いしたいと思います。 

 

 

細田会長 
それでは、議事を進めてまいりますが、この会議は公開となっており、会議

録を作成します。会議録には会長と委員１名の署名が必要となります。どなた

か、署名をお願い出来る方はいないでしょうか。 



いないようでしたら私から指名させていただきます。今回は小野委員よろし

くお願いいたします。 
 
小野委員 
 承知いたしました。 
 
細田会長 
 よろしくお願いいたします。 
 それから、本日は議題が４つあります。 
それでは、資料の確認をいたします。 

 事務局よりお願いします。 
 
事務局 
会議次第が１枚、資料１が「平成２５年度松林公民館主催事業」、資料２が

表面が「平成２６年度歳入予算内訳表」、裏面に「平成２６年度事業別歳出予

算内訳表」、資料３が「平成２６年度茅ヶ崎市立松林公民館事業計画」になり

ます。それから本日、委員のみなさんの名簿、公民館神奈川という冊子を配付

させていただきました。おそろいでしょうか。 
 
細田会長 
 それでは、本日の議題を確認いたしますが、議題が１から４とあるのですが、

その内、議題の１，２につきましては、平成２５年度第４回目の松林公民館運

営審議会の中で、その時点までのかなり具体的なご報告をいただいていますの

で、今回は前回の報告以降で動きのあった部分のみご報告をいただければと思

いますが、いかがでしょうか。 
 
一同承諾 
 
細田会長 
ありがとうございます。それでは、議題に入っていきたいと思います。 
議題１ついて事務局よりお願いします。 
 

事務局 
 はい。それでは議題１についてご報告いたします。 
 細田会長よりありました通り、前回のご報告以降にありました事業を中心に



ご報告いたします。資料１をご覧ください。 
 まずは（１）家庭教育支援関連事業のア、「子育てホッと広場」ですが、３

月２６日に参加者３１名で実施、通年で１２回、延べ４７５名の参加者数とな

りました。続きましてイ「子育てフリースペース」こちらも、３月１２日に１

４名の参加で実施、通年で１２回、延べ１２６名の参加者数となりました。 
 続きまして、３ページ（２）子ども事業のア「子どもの広場」につきまして

も、３月２２日に８名の参加で輪投げ大会を実施、通年で１０回の実施、延べ

１６２名の参加者数となりました。続きまして５ページのキ「子どもスペース

Ⅲ」の「将棋」を３月８日に実施しました。こちらは、当初、同事業に協力を

いただいている方たちと話し合いを行い、将棋大会として実施予定としており

ましたが、参加者が４名と少なく、通常開催とし、将棋大会は平成２６年度４

月に延期することとなり、そちらには１６名の小学生の参加があり、将棋大会

を実施することができました。続きまして、同ページにあります、「ベーゴマ

大会」を３月２８日に実施いたしました。こちらは、今まで行っていなかった

内容になりますが、将棋の指導協力をいただいている方たちの協力を得ながら、

新しい試みとして実施し、１６名の小学生が参加しました。続きまして６ペー

ジ、（３）地域交流事業のイ「ふれあいスポーツ広場」ですが、３月２２日に

実施し、７名の参加があり、通年で９回実施し、延べ８５名の参加者数となり

ました。次が７ページ（４）社会的要請課題をテーマとした事業のウ「暮らし

と環境」ですが、３月２７日に１３名の参加者で実施いたしました。この事業

につきましては、当初、昨年１０月２６日に実施予定でしたが、台風のため実

施できず、延期し実施した事業になります。続きまして、オ「福祉講座」です

が、こちらは日程的に当初は、２月１日、８日、１５日、２２日の予定でした

が、雪のため８日、１５日が中止となり、その代わりに３月１日に実施するこ

ととなりました。続きまして、カ「わくわくレストラン」ですが、３月７日に

１８名の参加者で実施いたしました。続きまして、１０ページ（５）公民館ふ

れあい事業のア「文学講座～近代文学における＜妹＞の力」ですが、３月８日

と１５日の全２回、延べ８９名の参加者数で実施されました。続いて１１ペー

ジのウ「松林うたごえ広場～春のうたごえ」が３月１６日、６０名の参加者数

で実施いたしました。また同じページのカ「松林美術講座」が、３月２９日に

１７名の参加者数で実施いたしました。続きまして、最後１２ページ（６）学

習成果の還元事業のエ「松林公民館開館３０周年記念事業」の「音楽祭」です

が、こちらが３月１日に、約２００名の参加者数で実施となりました。こちら

は、当初、２月１５日に実施を予定しておりましたが、降雪のため延期となり、

３月１日の実施となったものです。多くの方にご参加いただき、手作りの音楽



祭となりました。以上報告となります。 
 
細田会長 
 一点、３ページのク「主催事業の保育」について、これは、保育ボランティ

アの実績だと思うので、各事業と分けて記載せずに、各事業の記載場所に記載

してはいかがでしょうか。 
 
事務局 
 今後そのようにいたします。 
 
吉原委員 
 せっかく保育ボランティアさんがいても、利用している数が少なくなってい

るんですね。 
 
事務局 
 おっしゃる通りで、２月９日の家庭教育支援講演会については、事前に７名

ほど保育利用のご連絡があったのですが、降雪の関係等でキャンセルが入り、

保育ボランティアの方の数が、保育者の数より多くなってしまっている状況で

す。どちらにしても「保育あり」という部分の周知方法に検討の余地があるか

もしれません。 
 
細田会長 
 そうですね、また、同じ２月９日の「家庭教育支援講演会」ですが、タイト

ルが「虐待の心理～子育ての喜びと葛藤のはざまで」とありますが、もしかす

るとタイトルにこのように「虐待」と出ていると、参加しづらいところがある

かもしれませんね。参加する人が「虐待をやっている」と思ってしまうかもし

れないですね。 
 
事務局 
 確かにそういった部分はあるかもしれません。今後、講座名を考えていく際

に参考にしていきたいと思います。 
 
吉原委員 
 話が変わりますが、参加人数が少ない事業について、そういった事業の分析

などは行っていますか。 



 例えば、子どもの広場の３月８日の輪投げ大会に協力をしたのですが、その

中で、チラシを学校に配って集客を図ったと聞いたが、実際は、あまり反応が

なく、当日はロビーにいた子ども達に声をかけてといった対応になった。これ

はチラシが意味がなかったのか、他にどういった方法があるのかといった、と

ころについて、話し合ったりはされていますか。 
 
事務局 
 現状、参加者が少ない事業も、いくつかあるのですが、実施事業について、

例えば協力者の方や協力団体の方がいれば、事業終了後に行う反省会のような

打合せで、そういったことについても話し合ったり、公民館だけで行った事業

については、担当者で理由について検討したりは個別には行っておりますが、

具体的に、少なかった時に何を反省するのか、どこにチラシを配って、反応が

良かった悪かったといったところ、また、同じように学校に配って反応の良し

悪しがあったりするのですがその要因は把握できていなかったりというところ

があり、今後、考えていければというところになります。 
 
吉原委員 
 そうですね。例えば、こういった事業報告で、参加人数が少なかったりする

のが数字ででてしまうと、取りやめたほうがよいのかといった話も出てきてし

まうと思いますので、検討していってもらえると良いのかなと思います。 
 
平山委員 
 「子どもスペースⅢ」の将棋は、毎回決まった子どもがきているんですか。 
 
事務局 
 そうですね、ある程度決まった子ども達が、継続して参加してくれていると

ころがあります。今年度は新しい試みとして、４月に「将棋大会」を実施した

のですが、その際には、近隣の小学校にチラシを配布し、当日はいつもより多

い小学生が参加し、また、初めて来るような子ども多くいたといったところが

あります。 
 
細田会長 
 話が変わりますが、前回の会議で事業ごとにアンケートを取っているという

お話でしたが、それは継続されているのでしょうか。 
 



事務局 
 公民館で行う主催事業につきましては、基本的に全ての事業でアンケートを

実施し、ご協力のお願いをしております。 
 
細田会長 
 そうですか。アンケートを実施するときにいつも抜けてしまう視点があって、

それは、ほとんどのアンケートが参加した方にお願いしているアンケートだと

思うんですが、参加していない人のなぜ参加しなかったんですかという視点も

必要なのかなと。こういった事業があったけどなぜ参加しなかったんですか、

こうすれば参加できた、という視点もあるとよいのではないでしょうか。 
今の、来てくれた方にまた来てもらうアンケートと、来ていない方にどうすれ

ば参加しますかといったアンケート、両方あると良いかもしれません。やり方

は難しいかもしれませんが、例えば自治会で無作為に、こういった事業があっ

たのですが知っていましたか、知っていたら参加していましたか、どういった

内容であったら参加しますか、といった内容でやってもよいかもしれません。 
 
久保田委員 
 話が少しかわりますが、「卓球開放」と「ふれあいスポーツ広場」は、子ど

もだけの数ですか。それとも大人を含みますか。 
 
事務局 
 両事業とも大人も含んだ数になります。 
 
細田会長 
 やはり主催事業の参加者数は、公民館の利用状況が如実に出てきます。松林

公民館は比較的利用率は高いですが、さらに利用率を上げていく方法もまだあ

ると思いますので、我々もどうやったらもっと利用率が上がるか、どうやった

らもっと地域に知ってもらえるかというテーマを持って、利用率をもっと上げ

られるように取り組んでいきましょう。 
 
佐藤委員 
 そうですね。もう一点だけ、子ども向けの事業をやっていますが、今後も子

ども向け事業に力を入れていって欲しいと思います。 
 例えば、箸を作ってその箸を使ってご飯を食べるような経験。また、今、子

どもが掃除とか草むしりとかをしていない子どもが多いので、そういった経験



をしてもらえるような事業を検討していただければと思います。 
細田会長 
 ありがとうございました。 
 夏休みの子ども向け事業は、参加率が高いと思いますので、ぜひ検討してみ

てください。 
 
佐藤委員 
 公民館に子どもをはじめたくさん人が来るようにしてほしいですね。 
 
細田会長 
 たくさんの意見が出ましたので、参考にしていってもらえればと思います。 
 
事務局 
 はい、参考にしていきたいと思います。 
 
細田会長 
 それでは、他になければ、議題２に移りたいと思います。 
 事務局よりお願いいたします。 
 
事務局 
 はい、それでは初めに平成２６年度予算について報告させていただきます。

こちらも、前回の会議で「案」ではありますが、説明させていただいていると

のことで、簡単に説明させていただきます。それでは資料２をご覧ください。

まず歳入ですが、平成２５年度から５千円減となっておりますが、こちらは、

昨年度途中で公衆電話を撤去いたしまして、その分の減額となっております。 
よろしければ裏面をご覧下さい。区分０１０公民館運営審議会委員経費が２６

年度予算３２３，０００円と昨年度と同額、０２０業務管理経費が２６年度８，

４８６，０００円で前年比１０３％、０３０施設維持管理経費が２６年度３，

９３０，０００円で前年比１０２％、０４０公民館活動経費が２６年度１，３

７５，０００円で前年比１０２％となっております。合計額では２６年度１４，

１１４，０００円となり前年比１０２％となっており、金額では４０９，００

０円の増額となっております。 
よろしければ、このまま事業計画の説明に入らせていただければと思いますが、

よろしいでしょうか。 
 



一同承諾 
事務局 
 それでは、説明を続けさせていただきます。 
 資料３をご覧ください。こちらにつきましても、前回の会議で、説明させて

いただいているとのことで、簡単に説明させていただきます。 
 まず、テーマを「地域で出会い・学び・つながる 公民館はまほうの場所」

というテーマ設定をさせていただきました。どうしてこのテーマ設定をしたか

といいますが、こちらは松林公民館の子ども事業のアンケートの中で子どもさ

んから「公民館はだれとでもなかよくできるまほうの場所」というフレーズが

出て、そこに平成２６年度事業がつながっていくのではないかということで、

このようなテーマを設定させていただきました。続きまして、事業の説明にな

りますが、前回の会議でのご説明からの変更点につきましては、先ほども少し

話題になりましたが、１の「家庭教育支援関連事業」の一番下に、前回は保育

ボランティアと記載していましたが、こちらは「事業」とは趣旨が異なるので

はないかというところから、削らせていただいた状態で資料を配付させていた

だきました。 
 
細田会長 
 ありがとうございました。まず予算については、前回から変更はないと思わ

れますが、何かお気づきの点がありましたらお願いします。 
 前年度より、少し収入が減っていますが、公衆電話分ということで、今なか

なか公衆電話は使いませんからね。 
 他に印刷機が変わると聞きましたが。 
 
事務局 
 はい。これまで、公民館の備品としてだいぶ古い印刷機を使用しておりまし

たが、ここ数年、故障が続き、修理に係る費用が多くかかっていたところがあ

り、今年度より、香川公民館と一緒に印刷機のリースに移行することとなりま

した。導入する機械については、これまでの後継機ということで、利用方法も

大きな変更はないため、これまでどおり利用者の方には利用していただけると

考えております。 
 
細田会長 
 了解いたしました。それでは、平成２６年度の歳入、歳出、事業計画につい

ての３点についていかがでしょうか。 



 今年度の主催事業につきましては、また定期的に報告をいただき、公民館に

いかに来ていただくかというところに焦点を当てて、なぜだろう、どうすれば

いいだろうという感覚で考えていきましょう。 
 それでは特になければ、次に議題に移りたいと思います。 
 次の議題は、諮問についてになりますが、こちらは私からお話をさせていた

だきます。 
 前回、平成２５年度の４回目の会議の際に、各委員の役割分担を決めました

が、具体的にそれぞれ進捗状況はいかがでしょうか。 
 
各委員より進捗状況の報告。 
 
細田会長 
 ありがとうございました。 
 今後の進め方についてですが、個別で検討を進めるのも難しいところがある

と思いますので、大きなスケジュールで言うと、来年の３月に答申を出せるよ

うに、７月には中間答申を出せるようにというところで、定例会以外に臨時会

の開催はいかがでしょうか。 
 
一同実施を希望。 
次回６月５日に臨時会を実施することを決定。 
 
細田会長 
 それでは続きまして議題４のその他ですが、事務局より何かありますでしょ

うか。 
  
事務局 
 はい、３点ほどお話をさせていただきます。 
 まず１点目、昨年の１２月に、茅ヶ崎市公共施設白書というものを出させて

いただきました。その際に、あわせて「『公の施設の運営及び使用料等の見直

し基準」の策定に向けた方針」を打ち出させていただいておりまして、今後こ

の方針を元に検討を進めていくことになりまして、当然、公民館も、公の施設

に含まれますので、今後そういった基準に沿った検討が進められるというご報

告になります。ご承知おきいただければと思いますし、また、ＨＰでご覧いた

だくこともできますので、お時間ある時にご覧いただければと思います。 
 ２点目が、トイレの改修工事ついてでございます。現在のところ、各委員の



みなさんにお知らせしている範囲以上の報告はないのですが、工期といたしま

しては、８月中旬から１１月中旬と約３か月を想定しておりまして、その中で、

施設が利用できない期間として、現在のところ９月１日から１０月１０日の４

０日間を考えております。今後、香川公民館を皮切りに、順次工事に入ってい

き、松林公民館は市内公民館の最後に工事となっております。こちらの工事に

つきましては、今申し上げました工期で確定しないといけないところなのです

が、工事を実施する業者についてもこれから決まっていくようなところで、そ

の業者が決まらないと、正式な工期日程が決定していかないのが正直なところ

でございますが、利用者の皆様に、できるだけご迷惑が掛からないよう、対応

していきたいと思いますので、ご理解いただければと思います。 
最後に３点目ですが、茅ヶ崎市教育基本計画の中間見直しについてですが、

今年が茅ヶ崎市教育基本計画の見直しの年度となっております。あわせて、茅

ヶ崎市の総合計画と同じ期間の計画となっておりまして、総合計画と合わせて

教育基本計画の見直しを行っていくとなっております。そういった中で、現在、

皆様には公民館運営審議会委員として、関わっていただいておりますので、教

育基本計画の見直しにあたってのご意見などいただければと思います。ただ、

現在、答申の作成に係る作業で、お忙しい状況になっておりますので、こちら

の教育基本計画の見直しにつきましては、必要であれば、郵送等で、各委員の

皆様に個別に情報発信をさせていただき、ご意見を伺えればと思いますので、

お忙しい中恐縮でございますがご承知おきください。 
 

細田会長 
 ありがとうございます。それでは、次回の定例会の日程を決めたいと思いま

す。８月の末頃でいかがでしょうか。 
 まだ先なので、次回の臨時会の際に決定することとしましょう。 
 
一同承諾 
 
事務局 
 承知いたしました。それから最後に一点、辞任されました永田委員が、公民

館５館の公民館運営審議会委員連絡協議会の幹事をされていたかと思うのです

がいかがしましょう。 
 
細田会長 
 引き続き、平山さんでいかがでしょうか。 



 
平山委員 
 承知いたしました。 
 
細田会長 
 それでは、その他になければ本日は会議は終了とさせていただきます。 
 ありがとうございました。 
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