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（会議の概要） 
１４時開式 
事務局 

 皆様こんにちは。お忙しい中お集まりいただきありがとうございます。 

 ただ今より平成２６年度第４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 

 皆様こんにちは。 

 それでは、平成２６年度第４回の松林公民館運営審議会を始めたいと思いま

す。 

 本日はお忙しい中、お集まりいただきありがとうございます。 

 今回の会議が、今期の松林公民館運営審議会での最後の会議となりますが、

よろしくお願いいたします。 

それでは、まず、会議録の署名についてですが、順番で吉原委員にお願いし

したいのですが、よろしいでしょうか。 

 

吉原委員 

 承知いたしました。 

 

細田会長 

 よろしくお願いいたします。 

 それでは、議題に入りたいと思いますが、本日の議題は、「平成２６年度主

催事業の報告について」、「平成２７年事業計画（案）について」、「平成２

７年度予算（案）について」、「その他」の４つとなっております。 

 まず初めに、議題１の「平成２６年度主催事業の報告について」に入りたい

と思います。 

 そうしましたら、事務局よりご説明お願いいたします。 

 

事務局 

 はい。議題１「平成２６年度主催事業の報告について」の報告をさせていた



だきます。 

資料１をご覧ください。今回は、前回の松林公民館運営審議会以降の事業を

中心にご報告をさせていただきます。ご了承ください。 

まず１番の家庭教育支援関連事業です。こちらはアからキの７つの事業がご

ざいます。 

アの「子育てホッと広場」です。前回の会議以降、毎月実施しており、３月

２５日（水）に今年度の最後の実施予定となっております。次にイの「子育て

フリースペース」です。こちらの事業につきましても、１２月以降、毎月実施

しております。また、議題２「平成２７年事業計画（案）について」でも説明

させていただくことになりますが、次年度に向けてより多くの方にご参加いた

だけるよう、開催日や実施内容の見直しを行っていく予定となっております。

続きましてウの「乳幼児健康相談」につきましても、１２月と２月に実施。多

くの方にご参加いただいております。また、キの「国際交流の広場」につきま

しては、明日、３月２１日（土）に実施予定となっております。 

続きまして２番の子ども事業についてです。こちらはアからケまで９事業と

なっております。 

ア「子どもの広場」ですが、こちらの事業につきましても前回の会議以降、

毎月実施しており、３月２８日（土）に今年度の最後の実施予定となっており

ます。次にカの「子どもスペースⅢ」につきましては、こちらも１２月以降毎

月実施しております。こちらの事業につきましては、先週３月１４日（土）の

回を、日頃の練習の成果を試す場として、今年度３回目の将棋大会として実施

しました。参加者は子ども１９名で、７名のボランティアの方にご協力いただ

き実施しました。大変白熱した真剣勝負が繰り広げられました。 

来年度も引き続き「子どもスペースⅢ」として実施予定です。今年度は月１

回、将棋のみの実施でしたが、次年度は実施内容と実施日を増やし、松林公民

館利用サークルさんと、ボランティアの方にご協力をいただきながら、第１、

３土曜日には囲碁を、第２、４土曜日には将棋を行っていく予定となっており

ます。 

続きまして、キの「冬休み子ども映画会」ですが、こちらは１２月２３日に

実施しました。昨年度よりも大幅に参加者数が増えたのですが、これは上映作

品を小学生低学年向けに絞ったというところがあります。 

次にクの「松林から宇宙へ～ＪＡＸＡコズミックカレッジで宇宙を感じよ

う！～」ですが、こちらは３月１５日（日）に実施しまして、親子１５組、合

計３４名の方にご参加いただきました。また、ケの「東京大学ＣＡＳＴの科学

実験教室～「電気」と「磁石」を学ぶ～」につきましては、明日３月２１日（土）

に開催予定となっております。両事業とも多くのお申し込みをいただいており



ます。 

次に３番の地域交流事業についてですが、こちらはアからサの１１事業とな

っております。 

こちらについては、まずイの「シネマ松林」ですが、前回の会議以降、１月

１７日（日）と３月１日（日）の２回実施し、年間で合計４回実施いたしまし

た。こちらは、来年度も実施予定となっておりまして、３月１日の実施の際に、

参加された方々で協議していただき、来年度事業内で上映する作品のうち、夏

までの上映作品を決定していただきました。続いてエの「松林ＤＪ講座」です

が、こちらは１２月１４日（日）に今年度２回目を実施し、３月２８日（土）

には今年度３回目を実施予定となっております。続いてオの「松林美術講座～

０からわかる『現代アート』」です。こちらは、１月１８日（日）と、１月２

５日（日）にラスカ茅ヶ崎店４階のＣ－Ｓｑｕａｒｅで実施いたしました。普

段なかなか松林公民館まで足を運ぶことの少ない方にも、公民館のことを知っ

てもらう機会とできたと考えております。次がカの「健康ハイキング」ですが、

２月１３日（金）に二宮から大磯までをハイキングする内容で実施いたしまし

た。次にクの「日本の歳越し～もちつき大会～」については、１２月７日（土）、

松林地区自治会連合会をはじめ、地域の多くの皆さんにご協力をいただき、６

５０名の参加者の中で実施いたしましました。また同じくケの「日本の歳越し

～しめ縄づくり～」についても、１２月２０日（土）に、湘南こわだ会のご協

力をいただき、２０名の方にご参加いただきました。続きましてコの「０から

始めるウオーキング講座」ですが、こちらは講師に日本ウオーキング協会の先

生をお招きし、２月１日（日）に参加者２８名で、カの「健康ハイキング」へ

の導入という位置づけで実施いたしました。次にサの「プロから学ぶそば打ち」

ですが、こちらは２月１８日（水）に実施いたしました。参加者は１５名とな

っておりますが、大変多くの方にお申込みいただき、抽選して１５名の方にご

参加いただきました。 

続きまして、４番の社会的要請課題をテーマとした事業についてですが、こ

ちらは、アからセの１４事業となっております。 

こちらの中では、まずケの「小児・乳児に対する応急手当講習会」について

ですが、１２月３日(水)に実施いたしました。こちらの事業は、新規になりま

すが、こちらの事業については、子育て講座等に参加した子育て世代の方々か

らの声を受け、担当者が内容を検討し実施に至った事業となります。この事業

には保育を多くつけたことで、保育を必要とする方に多くご参加いただくこと

ができ、１３名の方にご参加いただきました。次にコの「男性料理教室」は１

月２４日（土）に参加者１５名で実施いたしました。また、サの「松林塾『発

達障害の理解と支援』」ですが、こちらは、２月１２日（木）に１７名の参加



で実施いたしました。次にシの「わくわくレストラン～楽しい食卓春らんらん

～」ですが、こちらは３月６日（金）に、１７名の方にご参加いただき実施い

たしました。講師には、茅ヶ崎市食生活改善推進団体の方にお願いたしました。

次にスの「公民館理解講座～３．１１大震災の教訓を活かそう～」では、３月

１４日（土）参加者１７名で開催いたしました。当日は、前半、茅ヶ崎市の防

災対策課職員の指導で、非常食の試食等を行い、後半、日本体育大学の上田教

授にお越しいただきました。セの「くらしと環境」につきましては３月２４日

（火）に実施予定となっております。 

続きまして、５番の学習成果の還元事業についてですが、こちらは前回以降

実施した事業はございません。 

続きまして、６番の公民館ふれあい事業についてですが、こちらはアからカ

の６事業となっております。この中ではエの「文学講座」ですが、１回目が３

月１４日（土）、２回目以降が明日２１日（土）、２９日（日）に開催を予定

しております。テーマは井伏鱒二、講師には明治学院大学講師の石月先生をお

願いしております。次にカの「介護教室」ですが、１月２３日（金）に１２名

の方のご参加で実施いたしました。 

最後に７番のその他ですが、１１月２９日（土）に、松林公民館公民館利用

者協議会と共催で、公民館の大掃除を実施し、９０名の方にご協力いただきま

した。 

また、資料として、参加者の方にご協力をいただきましたアンケートを集計

したものを配付させていただいております。そちらもあわせて目を通していた

だければと思います。 

長くなってしまいましたが、報告は以上となります。 

 

細田会長 

 ありがとうございます。今の報告を聞いて、さらにもう少し聞いてみたい、

またはご質問等ありましたらお願いいたします。 

 

吉原委員 

 アンケートの中で「開催の時期」について聞いていますが、参加している人

に、開催時期について聞いても「良い」と答えるのは当たり前だと思うんです

ね。私も参加したいなっていう事業があっても、土曜日に連続で何回みたいな

参加が厳しくあきらめてしまうみたいなことが結構あったりする。 

 土日を中心に事業を行うと、参加できない人も結構いるのかもしれない。６

０歳以上の人をターゲットとしているところがあれば、平日の開催も検討して

みてはいかがでしょう。 



 

事務局 

 開催時期については、公民館でも事業を検討していく際に、日々検討してい

るところではあるのですが、課題として考えさせていただければと思います。 

 

平山委員 

 私は「健康ハイキング」に出てみたいなと思って申込みをしたら、もう定員

に達してしまいましたと言われてしまいました。しょうがないところですが定

員をもう少し多くしてもらいたいなと思いました。 

 

事務局 

 事業実施にあたって、サポートについていただく方の数や、グループとして

の動きやすさという視点から考えると、多くすることが難しいところがあるの

かなと考えます。また今回は一般道を歩くというところもあり、安全性の面も

考えながらの参加者数の設定となります。ただ、今回の「健康ハイキング」に

ついては、すぐに定員に達してしまいまして、お申込みをしていただいたのに

漏れてしまった方には申し訳なかったと思っております。 

 

久保田委員 

 しめ縄づくりについてですが、作った後に飾って、その後の話で、地域でど

んど焼きで焼いたりしているといったことのお話をするところまですると、参

加者の方がより興味を持てるのではないですかね。 

 

一同 

 そこまでやれるといいですね。地区によって日程も違ったりするので、そこ

まで案内できるとどんど焼きにも人が集まって良いかもしれないですね。 

 

細田会長 

 その他何かありますでしょうか。 

 

事務局 

 それでは事業の報告につきまして、読んでいただければ書いてあることでは

あるのですが、補足ということで説明をさせていただきます。 

 資料１の７ページ地域交流事業「卓球開放」についてですが、昨年の１２月

から参加者数が増えてきておりまして、要因ははっきりとは分からないのです

が、地域に少しずつ定着してきていければというところで、来年もご協力をい



ただいている方たちと一緒に「卓球開放」を実施していければと考えておると

ころです。また、１２ページのス「公民館理解講座」について、先ほど担当か

らも話をさせていただきましたが、今回、開催に当たっては、地域自治会や推

進協のご協力をいただきました。ここからは職員の感想となってしまうのです

が、こういった形で自治会や推進協の皆さんにご協力いただきご参加いただい

て、ご挨拶などいただきますと、より地域性につながったりしてくのかなと感

じているところです。次に１４ページのエ「第３２回松林公民館まつり」につ

いてですが、こちらは２月６日（金）から８日（日）まで実施し最終日は雨が

降ってしまいましたが、来場者４５００人と書かせていただきました。こちら 

は昨年並みの人数となっておりますが、最終日が雨で来場者数は少なかったで

あろうと思われるのですが、その分、６日（金）と７日（土）に本当にたくさ

んの方にお越しいただき、また８日（日）も雨の中多くの方にお越しいただき

まして、これだけの方にお集まりいただいたのではないかというところです。 

こちらのおまつりも、公民館を利用するサークルのみなさんはもちろん、地

域の高校、中学、小学校、保育園等多くの方々にご協力をいただき、無事に開

催することができたと考えております。 

 

細田会長 

 少し残念だったところで、３月１４日に開催しました「公民館理解講座」に

ついてですが、もう少し地域の方に興味関心をもって参加してもらえるかなと

思っていました。たしか定員は４０名でしたよね。むしろこの定員というのは

なくてもよかったかもしれませんね。例えば、もしかすると参加しようと思っ

た人が、定員があるのか、じゃあもう間に合わないかなといった意識が働くこ

ともあって、それならば早く申し込むかといったら、先の予定がまだわからな

い、他の用事があるかもしれないといったようにブレーキになってしまうこと

もあるかもしれませんね。多くの人に参加してもらえたのであればいいが、今

回は少なかったので考えていくことも必要かもしれないですね。せっかく講師

の先生をお呼びしてお話していただくのに、参加者が少ないのは少し良くない

ですね。 

 

吉原委員 

 私がこの事業のこと知ったのは、市からのメールですね。それを見てこうい

った事業やっているのだと知りました。わたしの住んでいる地域の自治会の防

災担当者も知らなかったですね。 

 

細田会長 



 回覧板を回したのですが、回したところと回してないところがあるかもしれ

ませんね。今は回覧を回したから見るだろうというのは少し違ってきていて、

回覧板を回しても見てもらえないだろうという考え方でいかないといけないか

もしれませんね。例えば来てほしい年代によっても違ってきますしね。回覧物

の実効性についても考えるところがありますし、回覧物の量の問題もあると思

いますね。 

 

吉原委員 

 今回のような事業の周知方法で、一つの方法としては、私の地域には防災組

織の連絡網がありまして、そういったものを活用していけば、回覧より、より

効果があるのかなとも思いましたね。 

 

細田会長 

 そうですね、そのあたりがこれからは公民館の事業だけでなくそういった、

自治会などでも活用していく必要があるかもしれないですね。 

 

佐藤委員 

 地域には自治会の掲示板もありますので、それも活用していくといいと思い

ますね。 

 

吉原委員 

 回覧だけでも見ないし、掲示板だけでも見ない。今後何らかのはたらきかけ

方が必要ということですかね。今回で言うとメールでしたね。なければ知るこ

とができなかったですかね。 

 

細田会長 

 それから「何とか講座」っていう名目がついてしまうと、ハードルがあがっ

てしまうかもしれませんね。 

 

吉原委員 

 先生を呼ぶような場合は、気を利かせて人を集めないと失礼になってしまい

ますからね。逆に各自治会から何人ずつ出してくださいといったような動員み

たいなことも必要かもしれませんね。 

 

一同 

 そうかもしれませんね。 



 

細田会長 

 今一連の話の中から、講座で例えば講師の先生をお呼びするようなものにつ

いては、それなりにしっかりとした対応を考えていかないといけないかもしれ

ないですね。これは公民館だけの問題としてではなく、自治会も協力していく

必要があるのかもしれませんね。もし当日使用する資料とか材料とか制限がな

ければ公民館への協力体制は必要かと思っていました。逆に立ち見が出るくら

いであれば先生も燃えるでしょうしね。 

 今日、この後連合会の会合がありますので、その中でも公民館への協力体制

についてということで、次年度について話をしていきたいと思います。年間ス

ケジュールを見て、どこを協力しなければいけないのかを考えていきたいです

ね。でもこれだけ動員できていることは大したものであると思います。公民館

の必要性は間違いないと思いますので、その存在性をいかに出していけるかだ

と思います。 

その他いかがでしょうか。 

 

小野委員 

 すみません。地域交流事業の「シネマ松林」についてですが、主に高齢者の

方が多く参加されているみたいですが、それなのに土日というのは何かあるの

ですか。私も何度か行きたいなというのがあったのですが、土日で行けないと

いうところがありました。平日でも良いのではと少し思いました。 

 

事務局 

 今お話いただいたところは、その通りの部分が大変多くあるのですが、その

一方で、平日の公民館の利用状況を見た時に、平日がサークルさんの定例的な

利用がとても多く、逆に土日や祝日が比較的利用が少ないところがありまして、

そういった状況から、利用頻度の低いところで実施しているといった現状がご

ざいます。今後、部屋の空き状況等を見ながら、平日で実施できそうなところ

があれば実施を検討していきたいと思います。 

 

小野委員 

 そうですね。サークル活動がありましたね。承知しました。 

 

細田会長 

 「プロから学ぶそば打ち」ですが、評判はいかがでしたか。 

 



事務局 

 大変好評でした。お申込みも抽選という形だったのですが定員１５名の倍ほ

どの方からお申込みいただきました。 

 

細田会長 

 この事業について、少し話を聞いたのですが、申し込んだが外れてしまった

人が周りにいました。 

 私は小さいころからそばを打っていたのですが、ある程度そば打ちをやった

人は、次にプロから直接学びたくなってくる。しかし、なかなかそういった機

会がない。蕎麦屋にいって手伝わせてくれと言ってもできない。なので、こう

いった機会は非常に良いと思います。講師の方のご都合がつけばぜひまたやっ

てほしいですし、参加者の皆さんの評判も良かったとのことで、ぜひ続けて欲

しい講座ですね。 

 

事務局 

 本当に丁寧にご指導いただきました。検討していきたいと思います。 

 

佐藤委員 

 自分で打ったものであれば、本当においしいですからね。 

 

細田会長 

 その他に一つ聞きたかったのが、「松林ＤＪ講座」についてですが、これは

どんな様子ですか。 

 

事務局 

 はい。１２月の実施時には、選挙の日と重なってしまったところはあったの

ですが、１回目に引き続き参加してくださった方が多くいた事、また、松林公

民館の近所に住んでいて、昔ＤＪとして活動していたという方が、興味を持っ

て参加してくれたりということがありまして、今まで公民館に足を運んだこと

のなかった人たちに対して、興味を持ってもらうために働きかけることができ

たかと考えております。 

 講師の方にも継続して協力をいただけるお話をしていまして、次年度も実施

していければと予定しております。 

 また、まだ予定の段階ですが。ＤＪ講座ですが、ＤＪだけでなく、例えばＤ

Ｊと絵をかいてみたりとか、運動をしてみたりというところで、ＤＪの音楽と

何かをあわせていければと予定しております。 



  

細田会長 

 そうですね。１回目の時に参加してというところで、この講座については、

なじむまで少し人が集まりにくいかなというところも感じていたのですが、で

も方法としては、こういった公民館を利用しない人にとっては魅力的な部分も

あるのかなと感じます。そういった意味では、こんなことをやっていますとい

った宣伝をしていくといいですね。でもこれだけの人が参加していれば十分で

すね。 

 

事務局 

 細田会長にお越しいただいたのが、１回目だったのですが、１回目は本当に

手探りの段階でしたが、実施を重ねる中で、例えば出入りは自由、いつ来てい

ただいても大丈夫ですよ、という中にも、何時からこんなことをやります、と

いったプログラムを組む中で、参加する方も、じゃあこの時間にあわせて行っ

てみようといったように具体的になってきますので、そういった流れを作って

いくことでさらに幅が広がっていくかなとも考えております。 

 

細田会長 

 そうですね。もう一つ希望として思っているのが、あの場所から発信する場

所としてもらって、館内放送で流してもらうとかいうこともよいかと思ってい

ます。そこで実際に子どもに音楽を聴いてもらうとか、子どもに話をするとか

できるといいですね。 

  

吉原委員 

 そうですね、なんとなくレコードをもってきた人は前に集まって音楽をかけ

たりしていましたが、その他の人は何をやっているのかなとなっていたように

見えました。こういうみんなで聞きながらというのはいいと思いますね。また

参加してみたいと思います。 

 

細田会長 

 それから、文学講座と万葉集と、参加者多いですね。 

 

事務局 

 そうですね。大変人気があり、ファンも多い事業となっております。 

  

細田会長 



 参加者の年齢層はどれくらいですか。 

 

事務局 

 比較的高齢の方が多くなっております。 

 講師の方の専門が現代ですので、もう少し時代をさかのぼった古典等のテー

マの要望もありまして、新年度については、古典の内容も組み合わせて展開し

ていこうかと検討しております。また、あわせて新たな年代の方にも参加して

もらえればと考えております。 

 

細田会長 

 こちら謝礼はどのようになっておりますか。 

  

事務局 

 市の基準は、大学の教授で一時間２万円となっております。 

 ただ、今申しましたのはあくまで基準でして、ほとんどがもっと格安の金額

でお受けいただいております。 

 

細田会長 

 私も、自治会の関係で講演を考えたりすることがあるのですが、だいたいそ

んな感じですね。 

地域には実はいろいろな知識や経験を持っている方が結構いるかと思いま

す。そういった方たちにも今後協力をしてもらえればさらに良いと思いますね。 

 

事務局 

 ぜひお願いしていきたいと思います。 

 

細田会長 

 その他、いかがでしょうか。 

 特になければ次の議題に移りたいと思います。 

 議題２「平成２７年事業計画（案）」について、事務局より説明よろしくお

願いします。 

  

事務局 

 はい。それでは議題２について説明をさせていただきます。 

 資料２をご覧ください。こちらですが、平成２７年度茅ヶ崎市立松林公民館

主催事業計画案として提示させていただいております。まだ案の段階ではあり



ますが、まずテーマといたしまして、こちらは今年度もそうでしたが、まずは

公民館を利用されていない方、子どもの頃は利用していたが大人になってから

利用していないといった、新しい層の取り込みをねらいとしまして、「公民館

へ行って見よう、そして考えよう。きっと何かがはじまる！」とさせていただ

きました。これは若い層だけではなく、一人暮らしのご高齢の方まで、できる

だけお家の外へ出ていただき、体を動かしていただいてといった要素の中に公

民館も加えていただければといった狙いを込めて設定させていただいたところ

があります。 

 事業につきましては、１つ１つ説明していくと時間がかかってしまいますの

で、重要な箇所を簡単に説明させていただきます。今年度第１回の公民館運営

審議会の際に資料としてお配りいたしました平成２６年度の事業計画と比較と

いう形をとらせていただきますと、まず１の「家庭教育支援関連事業」につき

ましては、平成２７年度は１０事業の実施を予定しております。平成２６年度

と比べますと３事業増加しております。２の「子ども事業」につきましては、

平成２７年度９事業予定しておりますが、平成２６年度と比べると２事業増加

しております。３の「地域交流事業」につきましては、平成２７年度１０事業

を予定しておりますが、平成２６年度と比べると４事業増加しております。４

の「社会的要請課題をテーマとした事業」につきましては平成２７年度１４事

業あげさせていただいておりますが、平成２６年度と比べて１事業増加となっ

ております。５の「公民館ふれあい事業」につきましては平成２７年度８事業

を予定しておりますが、平成２６年度と比べ１事業増加しております。以降、

事業数に増減はありませんが、６の「学習成果の還元事業」につきましては４

事業、７の「次世代支援ネットワーク事業」につきましては３事業、８の「公

民館情報発信」につきましては２事業、９の「その他」につきましては６事業

を予定しております。 

 主に、新しい事業や取り組みについて説明をさせていただきますと、まず１

の「家庭教育支援関連事業」につきましては、２番の「子育てフリースペース」

をこれまで実施日を水曜日としておりましたが、同じく「家庭教育支援関連事

業」の木曜日に実施しております「乳幼児健康相談」と関連付け、実施日を木

曜日に変更し実施していく予定としております。内容的にも、これまでの「子

育てフリースペース」につきましては、名前のとおり場所の提供という要素が

大きかったのですが、こちらに、例えば絵本の読み聞かせであったりというよ

うなところを、地域の方のご協力をいただきながら、何かしら事業的な要素を

盛り込んだような形式で実施していきたいと検討しているところでございま

す。 

 また、「乳児・小児に対する応急手当講習会」ですが、こちらは平成２６年



度に開催しましたところ、大変多くの方にお申し込みをいただき、漏れてしま

った方が出てしまった状況でした。こちらは、保育をつけて、子育て中の方に

も、普通救命講習と同様な学習をしていただく内容となっておりますが、需要

が多かったということで、平成２７年度２回の実施を予定しております。 

次に、「国際交流広場」につきましては、平成２５年度の実施はなかったの

ですが、今年度は明日実施予定となっていまして、次年度も引き続き実施して

いきたいと考えております。 

次に、２番の「子ども事業」につきましては、まず「子ども自然観察会」に

つきましては、こちらは平成２６年度までは大人向けの「自然観察会」として

年に２回実施しておりましたが、その２回の内の１回を子ども向けの内容とし

て夏休み時期に実施していきたいと予定しております。また、「子どもスペー

スⅢ囲碁・将棋」につきましては、第１・３土曜日を囲碁、第２・４土曜日を

将棋実施することで、土曜日に公民館に行けば何かしらやっているというイメ

ージを子どもに思ってもらえるよう、公民館利用サークル等のご協力をいただ

き実施していく予定となっております。 

次に３の「地域交流事業」ですが、まず「女性囲碁教室」がありますが、今、

将棋や囲碁の人気が高まってきておりまして、囲碁や将棋というと男性のイメ

ージがあるのですが、女性でも興味を持っている方が多くいるという潜在的な

ニーズを受けて実施を予定しております。また、「ピラティス＆ヨガ」につき

ましては、今年度「ソフトエアロビクス」を実施した際に、大変多くの方にお

申し込みをいただき、今年度は少し内容を変更し、実施していく予定としてお

ります。次に「仲間と一緒にいい汗かこう男の健康増進」ですが、こちらは吉

原委員にもご参加いただき、今年度も実施しましたが、来年度は定期的に、サ

ークルの方に指導的な立場に入っていただき展開していきたいといった、今年

度とはまた少し内容を変更しての実施を予定しております。次の「石窯マスタ

ー養成講座」についてですが、こちらは、まず今年度公民館の裏庭に地域で活

躍されている大工の方にご協力をいただいて作成をしております。その石窯の

作成の中で、飾りつけということでタイル張りを公民館を利用されている子ど

もさんにご協力をしていただくということで、３月２２日（日）にタイル張り

を実施する予定となっております。こういったところをうけて、来年度はこの

石窯を使って、簡単なところでピザやパンを焼くことができる予定となってお

りますので、５月以降定例的に毎月ピザやパンを作る事業を実施していきたい

と予定しております。こちらは、これまでにお話も出ていましたが、公民館の

実習室が他の部屋と比べて比較的利用率が低いということで、実習室を使用し

て、実施していくような予定をしております。また、詳細は今後決定していく

ことになりますが、あくまで予定というところで、今後、地域の方にも、例え



ばサークルで、公民館主催の石窯を使った事業に参加すれば、その人がいるサ

ークルで石窯を使用できるといった形も検討しております。このことで、今ま

で公民館に来ることのなかった層に、公民館へ来てもらえるきっかけとなった

り、公民館では比較的母親の方の利用が多いのですが、例えば火をおこすとこ

ろで、父親に活躍をしてもらったりということで、公民館に初めて来る方を増

やしていければと考えております。まだまだ、今後検討していくことが多いと

ころですので、ご意見等いただければと思います。 

次に、４の「社会的要請課題をテーマとした事業」では、まず「地域防災」

ですが、今年度は公民館まつりの中で、市の防災対策課と県の職員の方をお招

きし、講座を開催いたしました。現在まだ実施について詳細は決まっておりま

せんが、先ほど細田会長からもお話をいただいたように、地域の方にご協力を

いただいて、「地域防災」という事業を検討していければと考えておりますの

で、よろしくお願いできればと考えております。次に「男性料理教室」ですが、

この事業に関連したところで、先ほども実習室の利用率の話をいたしましたが、

こういった実習室を利用した調理実習のような事業につきましては、大変ご要

望が多く、四季ごとにやって欲しいですとか、毎月でもやってほしいといった

ご意見をいただいているのですが、予算的なところからも、そういったペース

での開催が難しいところがございまして、先ほど地域には多くの人材がいると

いったお話がありましたが、ぜひ皆様の周りにこういった人がいるよですとか、

私ができますよといったところがありましたら、こういった料理を作る事業に

もさらに膨らみを出せるかと思いますので、ぜひご協力をいただければと思っ

ております。あとは、「小網代の森環境学習ツアー」、「富岡製糸場ツアー」

とを予定しておりますが、さがみ縦貫道路の開通などと合わせた企画となって

おります。また、「行谷めぐり」、「小出七福神めぐり」につきましては、２

６年度に行いました「エコツーリズムのすすめ」に続く実施となっております。 

次に、５の「公民館ふれあい事業」ですが、こちらは先ほどもお話いたしま

した「文学講座」等、引き続き実施していく予定となっております。また、「美

しい文字」につきましては、今年度も実施し、大変多くの方にお申し込みをい

ただき、次年度も引き続き実施しております。また、「ふれあいスポーツ」に

つきましては、現在のところ詳細は決まっておりませんが、ニュースポーツ等

を通じて、地域の高齢者の方や障害をお持ちの方等と子どもさん達との交流を

図ってもらいたいといった趣旨で実施に向けて詳細を検討していきたいと考え

ております。 

次に、７の「次世代支援ネットワーク事業」についてですが、まず、「公民

館出前講座」についてですが、こちらはこれまでは「公民館見学会」としてお

りましたが、ご存じのとおり、公民館の施設の規模として、学校のクラスです



とか学年で来ていただいて、ゆっくりと見学を受けられるような規模ではあり

ませんし、実際、今年度も見学に来ていただくという機会もありませんでした

ので、待っていてダメであればこちらから出ていく必要があるのかなというと

ころで、公民館について、大人だけでなく子どもさんにも理解を深めてもらえ

ればというところで形を変えて実施していければと考えております。 

以上、主だったところについて説明をさせていただきました。 

 

細田会長 

 ありがとうございます。 

 事業数としては１１事業増えたことになりますか。 

 

事務局 

 はい。そのようになっております。 

 

細田会長 

 ７の「次世代ネットワーク事業」についてですが、今のところ中学生ボラン

ティアの受け入れは具体的にどういったようになっていますか。 

 

事務局 

 資料には職業体験とも書いてありますが、こちらはどうしても公民館として

は受け身となってしまっておりまして、職業体験だけではなく、公民館まつり

の際のボランティアですとか、明日の東京大学の科学実験サークルさんにお越

しいただく事業でも赤羽根中学校の科学部の生徒さんにお手伝いとして入って

いただくのですが、そういったように主催事業のお手伝いにボランティアで参

加していただくといった形が多くなってきます。 

 

細田会長 

 中学生は学校では、ボランティアではなく体験学習ということで、例えば農

家へ行って体験したりといったことなんかをしたりしているようで、そこから

考えると公民館の主催事業を手伝ってもらうという形は良いのかもしれません

ね。できるかどうかという問題もありますが極力幅広く、いろいろな事業をお

手伝いしてもらうという、いわゆるサポートしてもらうというのもいいかもし

れませんね。 

 それから、今、子ども達を取り巻く環境の中で一番の問題はスマートフォン

がありますね。そういった状況から、例えばスマートフォンの正しい使い方に

ついて学べるような機会があってもよいのではと思いますね。 



 

事務局 

 そうですね。スマートフォンにつきましては、現在、子ども対象ではないの

ですが、公民館の職員でスマートフォンについて、各種勉強会等に参加し、ノ

ートパソコンだけではなく、さらにタブレットやスマートフォンなど小さくな

って、便利になっていく機器について、うまく講座などできないかと勉強中で

ございます。 

 

細田会長 

 講座として考えると、とても面白いと思いますし、私も習いたいと思います。 

ぜひ検討してみてください。 

 その他いかがでしょうか。 

 

吉原委員 

 そば打ちはいかがでしょうか。 

 

事務局 

 予算的なところも見ながら、検討していきたいと思います。 

 

（この後、石窯に関して、消防とのこと、燃料について、供用後の運用につい

て等のお話あり、ここでは割愛で良いでしょうか） 

 

吉原委員 

 もう１つ、公民館ふれあい事業の「ふれあいスポーツ」ですが、これは、以

前やっていたものが復活するということですか。 

 

事務局  

 そうです。 

 

吉原委員 

 対象としては、高齢者の方になりますか。以前は障がい者の方はメインだっ

たかと思いますが。 

 

事務局 

 対象者につきましては、まずは障がい者の方として、徐々にその輪を広げて

いければと考えております。 



 

吉原委員 

 そうですか、ありがとうございます。もう一つだけ、「社会的要請課題をテ

ーマとした事業」の富岡製紙場や行谷へ行く事業について、概要にエコツーリ

ズムについて学ぶとありますが、これは昨年公民館の事業で文教大の海津先生

を講師に実施した事業のものですよね。どういった内容になりますか。 

 

事務局 

 はい。昨年度、海津先生にお越しいただいた事業から継続したテーマとなり

ます。エコツーリズムということで、２つの事業とも、ただ見学する、ただハ

イキングするのではなく、地域の資源を探しながら見て回るというような内容

を予定しております。 

 

吉原委員 

 例えば、道の脇にある道祖神とか、そういったものに注目してみたり、いわ

れを知ってみたりということですかね。すでに実施している「松林歴史街道」

と通ずるところがありますね。 

 

平山委員 

 富岡製紙場へ行く事業や、行谷を行く事業なんかは定員少なくなりますか。 

 

事務局 

 おそらく多くはできないと思います。 

 

細田会長 

 いろいろと検討をよろしくお願いいたします。 

 その他いかがでしょうか。 特に無いようでしたら、次の議題に移りたいと

思いますがいかがでしょうか。 

 

一同 

 特になし。 

 

細田会長 

 それでは議題３「平成２７年度予算（案）」について、事務局より説明お願

いします。 

 



事務局 

 はい、それでは、資料３を使って説明させていただきます。表に「平成２７

年度歳入予算内訳表」、裏面に「平成２７年度事業別歳出予算内訳表」となっ

ております。 

まず、歳入でございます。自動販売機２台分の建物使用料でございます。 

雑入でございますが、光熱水費自己負担金等でございます。自動販売機の電気

使用に伴う電気料と、印刷及び複写費用の自己負担金でございます。 

次に歳出でございます。平成２７年度事業別予算(案）内訳表につきましては、

表左側から０１０公民館運営審議会委員経費、０２０業務管理経費、０３０施

設維持管理経費、０４０公民館活動費の４つの経費からなっております。左側

区分０１報酬から下におりて１４使用料及び賃借料まであり、それぞれが二段

書きになっております。上段が２７年度、下段が２６年度予算でございます。 

まず、０１０公民館運営審議会委員経費につきましては、 ２６年度と同額

で３２３，０００円ございます。報酬は審議会出席に伴う報酬が年４回分です。

県公民館大会や県公連主催研修会へ参加時の報酬は各３人分になります。報償

費でございますが、市民参加推進のための一時保育預かりの保育ボランティア

謝礼です。次に旅費でございます。県公民館大会と県公連研修会の開催予定市

から旅費計算し各３名分の旅費の費用弁償となります。 

 ０２０業務管理経費につきましては、報酬は社会教育嘱託員の報酬ですが  

１８２日勤務３名１５２日勤務１名の４名分です。賃金は夜間臨時職員の賃金

です。需用費の消耗品費につきまして利用者の高齢化に伴いキャスター付長机

を２６年度８台購入し、引き続き２７年度も８台２階第１、第２会議室を整備

します。他に燃料費や修繕料、電話代や公用車の点検にかかる経費、カーペッ

ト・カーテンクリーニング代の役務費、複写機にかかる使用料及び賃借料等が

ございます。合計８，４９１，０００円でございます。 

 ０３０施設維持管理経費につきましては、光熱水費や施設修繕料、委託料等

施設維持費でございます。修繕は実習室・湯沸し室流し水栓交換等修繕を予定

しています。委託料ですが、清掃につきまして５館まとめて契約を行っており

ました。 
業務の効率化を考慮して他の委託業務も取り纏めての契約を進めておりまし

て、２４年度から松林公民館では施設警備委託３館分と５館の自動ドアーの保

守点検業務を予算化しました。合計３，８８７，０００円でございます。 

 次に０４０公民館活動費につきましては、公民館まつりなど各種事業に要す

る事業費でございます。総合計画、教育基本計画、第２次実施計画の実現に向

け、２７年度は家庭教育支援関連事業の充実、「夏休みこどもサークル体験」

「子どもスペースⅡ・Ⅲ」などの子ども事業、地域交流事業、社会的要請課題



をテーマとした事業、公民館ふれあい事業、学習成果の還元事業や次世代育成

ネットワーク事業などを実施するものです。合計１，３７０，０００円でござ

います。 

 ２７年度予算全体では、１４，０７１，０００円。４３，０００円の減額と

なる予定でございます。以上となります。 

 

細田会長 

 説明ありがとうございます。それではこの予算案について、何かご質問等あ

りますでしょうか。 

 それから事務局として、特にこの部分を説明しておきたいというところござ

いますか。 

 

事務局 

 はい、市全体として縮小削減の傾向がありまして、予算的には基本的に２６

年度と同様となっております。若干ですが、０２０の業務管理経費の旅費につ

いてですが、社会教育嘱託員の研修に係る旅費になるのですが、資質の向上と

いう目的で昨年度に比べ若干の増額をしております。 

 また、公民館活動の基本となります０４０の公民館活動費につきましては、

消耗品が若干削減となりましたが、事業費となります報償費につきましては、

前年同額ということでこだわった部分になります。その他につきましては、大

幅な増減はございません。以上となります。 

 

細田会長 

 予算全体でみると前年度と比べると、０．４％減となっているんですね。そ

れから今年度、トイレの改修工事をしているかと思いますが、その後、もっと

ここも改修が必要だったかなというところはありますか？ 

 

事務局 

 北側のフェンス改修等、年度内の予定修繕及び緊急修繕に対応できたかと思

っております。 

 

細田会長 

 その他ご意見などよろしいでしょうか。 

 

一同 

 特になし。 



 

細田会長 

 それでは、この議題はここまでといたします。 

 次に議題４その他についてですが、事務局から何かありますでしょうか。 

 

事務局 

 はい、事務局からとしましては、審議会委員の皆様には、今年度もこの定例

会をはじめ、答申にむけた臨時会、また、公民館大会ですとか県公連の研修な

どにもご参加いただきありがとうございました。 

 そういった活動の報告を平成２７年３月１７日、５公民館の公民館連絡協議

会におきまして、平山委員よりご報告をしていただきました。 

 本当に各委員の皆様におかれましては、ありがとうございました。 

  

細田会長 

 そうですか、ありがとうございました。 

 そうすると、今のメンバーでの公民館運営審議会は今回が最後ということに

なりましたね。 

 というところで、皆様のお力のおかげで答申も無事にまとめることが出来ま

したし、いろいろと勉強をさせていただいた部分もたくさんありましたので、

そういった点では本当にありがたかったと思っております。 

今後も、機会があれば公民館の運営に、引き続きのご協力をいただければと

思いますので、これからも皆さん、よろしくお願いいたします。 

 本当にありがとうございました。 

 

一同 

 ありがとうございました。 
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