
- 1 - 

令和３年度第１回茅ヶ崎市立松林公民館運営審議会会議録 
 

議題 １ 会長及び副会長の選出について 

２ 茅ヶ崎市公民館運営審議会委員連絡協議会幹事及び茅ヶ崎市 

社会教育委員の推薦の選出について 

３ 令和３年度予算及び事業計画について 

４ その他 

日時  令和３年８月４日（水）１４時２４分から１５時５４分まで 

 場所  茅ヶ崎市立松林公民館２階第２会議室 

 出席者氏名 会長：細田 勲 副会長：柴田 晴美 

 村松 章生、小澤 雅子、吉原 敏明、日比野 淳子 

 事務局：担当課長 菊池 修 

欠席者氏名  小川 俊昭 

会議資料 

・令和３年度第１回茅ヶ崎市立松林公民館運営審議会次第 

・資料１公民館運営審議会について 

・資料２茅ヶ崎市立公民館運営審議会委員連絡協議会について 

・資料３茅ヶ崎市社会教育委員候補者の推薦について 

・資料４令和３年度歳入事業別歳出予算内訳表 

・資料５令和３年度茅ヶ崎市立松林公民館主催事業計画 

会議の公開・非公開 公開 

非公開の理由  － 

傍聴者数  ０人 

 

◎事務局 

ただいまより、令和３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。 

 会長が選出されるまでの間、私が進行役を務めさせていただきます。議事に入ります前

に本日の資料を確認させていただきます。 

 

（資料確認） 

 

◎事務局 

本日の会議は、半数以上の委員の御出席をいただいており、茅ヶ崎市立公民館条例施行

規則第１３条第２項の開催要件を満たしておりますので、会議は成立していることを御報
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告いたします。また、本日傍聴のお申し出はございません。 

 続きまして、公民館運営審議会につきまして簡単にご説明させていただきます。 

資料１「公民館運営審議会について」をご覧ください。 

公民館運営審議会につきましては、社会教育法により公民館に置くことができるものと

されており、茅ヶ崎市では、茅ヶ崎市公民館条例により設置しています。現在、委員は７

人で任期は２年となっております。 

この審議会につきましては、会長、副会長を置きます。後程、委員のみなさんによる互

選で決定していただきます。通常は、年間４回の審議会のほか、県の研修会や公民館大会、

市内５館の連絡協議会などがあります。昨年度は新型コロナウイルス感染症の影響もあり

松林公民館及び他館では一部、書面会議による方法で開催したところでございます。また、

他の会議や研修会等についても同じく書面開催に変更したものや開催を見送ったものがあ

ります。 

今年度の予定としては、本審議会は２回、また各種研修会なども新型コロナウイルス感

染症の影響によりどのような対応になるかわかりませんが、詳細がわかりしだい委員の皆

さまにご連絡させていただきます。任期の後半には公民館運営の充実を図るための課題を

テーマとした諮問を館長からさせていただき、審議会から答申をいただきます。 

この諮問以外におきましても、公民館や公民館事業についてお気づきの点や地域の情報

などを、幅広くご意見としていただきたいと考えておりますので、よろしくお願いいたし

ます。 

次に茅ヶ崎市公民館運営審議会委員連絡協議会についてご説明いたします。 

資料２「茅ヶ崎市公民館運営審議会委員連絡協議会会則」をご覧ください。公民館運営

審議会委員連絡協議会は、茅ヶ崎の５つ公民館の公民館運営審議会委員３５名で構成する

任意の団体で、委員相互の連絡協調を基本とし各種事業の向上を図りながら、拠点活動の

展開に資することを目的に、会議や研修会を開催し、情報交換や自主事業の企画について

意見交換等行っていただいています。 

連絡協議会の役員は、会長、副会長、幹事があり、会長、副会長は各館が持ち回りとな

り、令和３年度は松林公民館が当番館となっており、松林公民館の運営審議会会長、副会

長が連絡協議会の会長、副会長を兼ねていただきます。 

なお、幹事は各館から１名選出することになっており、各館より選出された幹事により

幹事会を構成することになります。幹事会の役割は、研修会の企画などでございます。幹

事につきましては、後ほど会長、副会長の選出後、議題２で、選出していただきますので、

よろしくお願いいたします。 

それでは、「議題１、会長及び副会長の選出について」を議題といたします。茅ヶ崎市

立公民館条例施行規則第１２条によりまして、会長及び副会長は、委員の互選により選出
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していただくこととなっております。 

選出に入る前に、各委員さんの自己紹介をお願いいたします。本日配布しております名

簿順にお願いしたいと思いますので、細田委員さんからお願いいたします。 

 

（委員順次自己紹介） 

 

◎事務局 

自己紹介が終わりましたので、会長及び副会長の選出に移らせていただきますので、皆

さまでご協議をお願いいたします。よろしくお願いいたします。 

 

（正副会長の互選） 

 

◎事務局 

会長・副会長が決まりましたので会議を再開いたします。会長には細田委員さん、副会

長には柴田委員さんと決定いたしました。よろしくお願いいたします。 

茅ヶ崎市立公民館条例施行規則第１３条に審議会の会議は、会長が招集し、議長となる

とありますので、議題２以降につきましては、規則に従いまして、会長に議事の進行をお

願いいたします。それでは、会長席・副会長席に移動をお願いいたします。 

 

（会長席・副会長席に移動）    

 

◎細田会長 

 

（細田会長挨拶） 

 

◎細田会長 

次に、副会長に就任いたしました柴田委員さんよりご挨拶をお願いいたします。 

 

（柴田副会長挨拶） 

 

◎細田会長 

ありがとうございました。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、会議終了後、会議の概要を２日以内、議事録を４５日以内に公表することとな

っています。以前、議事録については、会長と会長が指名した委員１名の署名が必要だっ
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たのですが、昨年、署名の方が廃止になり、令和２年９月１日以降の会議からは、委員に

確認し記録を残す対応となりました。そこで議事録の確認については、会長一任というこ

とでよろしいでしょうか。 

 

（異議なし） 

 

◎細田会長 

それでは、「議題２、茅ヶ崎市公民館運営審議会委員連絡協議会幹事及び茅ヶ崎市社会

教育委員の推薦の選出について」、事務局説明を願います。 

 

◎事務局 

それでは、議題２委員の推薦の選出についてご説明いたします。 

茅ヶ崎市公民館運営審議会委員連絡協議会幹事につきましては、議題１でご説明させて

いたいただきましたので割愛させていただきます。資料３「茅ヶ崎市社会教育委員候補者

の推薦について」をご覧ください。 

こちらは前年度の委員さんの残任期間となりますので、来年の６月末までとなります。

社会教育委員は委員１０名で構成されており、活動回数は年２回程度です。また年３回程

度、書面郵送により、調査研究資料の確認等をいただくこととなります。また、令和３年

度については、諮問「新しい生活様式における社会教育の可能性と未来について」に対す

る答申を作成していただくこととなっております。 

委員の皆様におかれましては、本当にお忙しいところ申し訳ございませんが、公民館運

営審議会委員連絡協議会幹事、社会教育委員の選出につき、よろしくご審議のほどお願い

いたします。 

 

◎細田会長 

事務局の説明が終わりました。幹事、社会教育委員をお引き受けいただける方、どなた

かいらっしゃいませんか。また、ご推薦いただけませんでしょうか。 

 

協議の結果、公民館運営審議会委員連絡協議会幹事：吉原委員、 

社会教育委員：小澤委員 

 

◎細田会長   

では、吉原委員さんに連絡協議会の幹事を、小澤委員さんに社会教育委員をお願いする

ことといたしました、吉原委員さん、小澤委員さん、よろしくお願いします。 
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続いて「議題３、令和３年度予算及び事業計画について」事務局から説明をお願いいた

します。 

 

◎事務局 

それでは、松林公民館の令和３年度予算及び事業計画について事務局よりご説明いたし

ます。 

令和３年度予算につきましては、市の令和３年度事業実施方針及び予算編成方針に基づ

き、限られた予算の中で、事業を行っていくこととなり、優先して取り組む事業として、

①感染拡大防止対策、②緊急経済・生活対策、③新型感染症強靭化対策を、そして、その

他、留意すべき事業として、①市民の安全・安心の確保に関する事業、②現下の厳しい経

済環境を踏まえた地域経済循環の促進に関する事業、③市民のセーフティネットに関する

事業となり、ウィズコロナ関連事業と最低限まちの機能維持に必要不可欠な事業に限定さ

れた予算編成となっていることをご理解いただきたいと思います。 

では、資料４令和３年度歳入予算内訳表をご覧ください。 

歳入につきましては、使用料及び手数料と諸収入及び市債でございます。 

款１４使用料及び手数料につきましては、自動販売機の建物使用料でございます。建物

使用料につきましては、６，０００円を見込んでおります。 

款２１諸収入につきましては、自動販売機の電気使用に伴う電気料（元年度実績６５，

６３９円）と、印刷及び複写費用の自己負担金（元年度実績１１２，２１０円）の教育費

雑入でございます。教育費雑入につきましては、実績ベースで１７７，０００円を見込ん

でいるところです。 

款２２市債につきましては、開館から４０年近く経過しているため、経年劣化が進んで

いる自家用電気工作物のうち、高圧負荷開閉器及び高圧ケーブルを予防保全するための改

修工事に係る整備事業債でございます。 

次に裏面の「令和３年度事業別歳出予算内訳表」をご覧ください。 

歳出につきましては、区分の上１行目の表左側から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、０５０新型コロナウイルス感染症対策事

業費、０６０公民館活動費の５つの経費からなっております。表左側の縦１列目の区分０

１報酬から下におりて１９負担金補助及び交付金までありまして、それぞれが二段書きに

なっております。上段が令和３年度、下段が令和２年度予算でございます。 

 ０１０公民館運営審議会委員経費につきましては、総額１２０，０００円で令和２年度

と比較し、１７３，０００円の減額となっております。予算の主な内訳について説明いた

します。０１報酬１２０，０００円は、委員の審議会出席に伴う年２回分の報酬でござい

ます。０９旅費につきましては、令和３年度事業実施方針により０円となります。公民館
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運営審議会委員経費の説明につきましては、以上となります。 

次に、０２０業務管理経費につきましては、総額９，１９９，０００円で令和２年度に

比較し、１６９，０００円の増額となっております。主な理由といたしましては、会計年

度任用職員制度により、社会教育嘱託員及び夜間管理業務員が継続任用により昇給するた

めの報酬等の増額が挙げられます。内訳を見ていきいますと、０１報酬０５会計年度任用

職員報酬７，３９２，０００円及び０３職員手当等１７会計年度任用職員期末手当１，１

７３，０００円を計上いたした。また、社会教育嘱託員報酬が昇給により増額となったこ

とから、０４共済費も昨年度と比較して増額計上しております。（１，１７２，０００円

から１，２１３，０００円）続きまして、０９旅費３３，０００円につきましては、社会

教育嘱託員及び夜間管理業務員の交通費の費用弁償となります。昨年度と比較しますと８

０，０００円の減額となっています。１１需用費をご覧ください。こちらは０１消耗品費

（公民館の業務管理に関係する消耗品が中心）、０２燃料費、０６修繕料（公用車の車検

の関係）については、減額を図っております。次に、１２役務費の２５７，０００円につ

きましては、令和２年度と比較しまして、６８，０００円の増額となります。０１通信運

搬費１５０，０００円は電話代で、０３手数料１０７，０００円はグランドピアノの調律

やウオータークーラー水質検査手数料などに要するものでございます。次に、１４使用料

及び賃借料９３，０００円は、印刷機のリース料及び放送受信料となります。また、１９

負担金補助及び交付金８，０００円は、人事異動により新館長となった場合の防火管理者

講習会受講料を計上したものでございます。業務管理経費の説明につきましては、以上と

なります。 

次に、０３０施設維持管理経費につきましては、総額４，１１８，０００円で、令和２

年度と比較し、１，３４３，０００円の増額となります。主な増額理由といたしましては、

１５工事請負費の増額でございます。それでは、内訳についてご説明いたします。０５光

熱水費８９７，０００円につきましては、令和２年度に比較し、２７８，０００円の減額

となります。０６修繕料の４２２，０００円は、令和２年度に比べ６９２，０００円の減

額となります。こちらにつきましては、厳しい財政状況のもと、減額をさせていただきま

した。しかしながら、開館から４０年近く経過し、施設維持に係る修繕については、利用

者の皆さんの利便性向上は図るため、しっかり計上していきたいと考えております。次に、

１２役務費０５火災保険料１０，０００円は令和２年度と同額となります。１３委託料４

５７，０００円につきましては、公民館の機械警備委託契約、高木の剪定委託となります。 

次に、１５工事請負費２，３３２，０００円は開館から４０年近く経過しているため、経

年劣化が進んでいる自家用電気工作物のうち、高圧負荷開閉器及び高圧ケーブルを予防保

全するための改修工事を行う経費を計上したものでございます。施設維持管理経費の説明

は以上となります。 



- 7 - 

０５０新型コロナウイルス感染症対策事業費につきましては、国の新型コロナウイルス

感染症対策地方創生臨時交付金を活用し、感染拡大防止の対策として、感染防止用品を購

入するための経費として５０，０００円の補正予算を令和３年５月の市議会臨時会で承認

いただいたものでございます。 

０６０公民館活動費につきましては、公民館における主催事業に関する経費として５７

２，０００円の補正予算を令和３年第２回市議会定例会で承認いただいたものでございま

す。なお、内訳ですが、講座実施に伴う講師謝礼代としての報償費４８１，０００円、消

耗品費として９１，０００円でございます。 

令和３年度の松林公民館予算全体といたしましては、１４，０５９，０００円となり、

令和２年度と比較し、５２６，０００円の増額となります。令和３年度予算についての説

明につきましては、以上でございます。 

次に、事業計画について、資料５をご覧ください。 

主催事業につきましては、これまで年間約７０前後の事業を実施してきたところですが、

昨年度は、新型コロナウイルス感染症まん延防止のため、市の方針により１年間、対面に

よる講座は開催することができず、Ｚｏｏｍを活用したオンラインや動画配信講座により

幾つかの講座を開催しました。令和３年度につきましては、新型コロナウイルス感染症の

感染状況を見たうえで、４月当初からＺｏｏｍによるオンライン講座を中心に主催事業を

実施しています。そして、８月以降、引き続きオンラインによる講座を開催していくとと

もに、感染防止対策を徹底したなかで対面による講座なども行っていく予定でございます。 

それでは、今年度の事業計画についてご説明します。 

資料は資料５「令和３年度茅ヶ崎市立松林公民館主催事業計画」をご覧ください。令和

３年度の事業計画については、昨年度の第３回の審議会でご説明させていただきましたが、

その後、修正などもあったため改めてご説明したします。事業計画は、各カテゴリーに分

類し、事業ごとにオンライン、動画、対面等の開催方法、事業の概要、開催時期という構

成になっています。また、先ほどご説明したとおり、既に開催済みの講座もございますの

で、ご了承ください。 

では、番号順に代表的なものを紹介させていただきます。 

まず「１の子ども事業」ですが、「夏休み親子科学実験」は、令和元年度までは、対面

式で継続的に実施してきた講座で、今年度は、Ｚｏｏｍで実施します。理科が嫌いという

小学生が増えている課題を解決するため、親子で楽しく理科を学ぶ機会を共有いただくこ

と、赤羽根中学校の科学部の生徒に協力をいただき、中学生にはボランティア活動の場を

提供すること、小学生には中学生と触れ合い交流する場を提供することを目的に実施する

講座です。「親子陶芸教室」は、こちらも元年度までは対面式で実施し、大変人気のある

講座でございます。こちらもＺｏｏｍによって実施し、物を作る楽しさに親子でチャレン
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ジして家族団らんの時間を持つとともに他の講座参加家族と交流を持つことなどを目的と

した講座です。 

次に、「２の家庭教育支援関連事業」ですが、「オンラインフリースペース」は、地域

の子育てボランティア、室田保育園及び保育課の保育士、ベビーマッサージ講師の協力の

もと開催し、子育て中の出来事や悩みを共有することにより仲間意識を持ち、孤独な子育

てから母親たちを救うこと、親世代や祖母世代から生活の知恵や生き方を学んだり、子ど

もと一緒に過ごしながらも母親の気分転換の機会の提供を目的とした講座です。「夏休み

親子パン教室」は、簡単にできる「パン作り」をとおして、夏休みの土日にＺｏｏｍで開

催することにより、子育て中の同世代親子が楽しく学ぶ機会を提供することを目的とする

講座です。 

次に、「３のシニア事業」ですが、「スマホの使い方」は、令和２年度に引き続いてＺ

ｏｏｍにより、パソコンボランティア団体の協力を得て、簡単なスマホの無料アプリを使

って、家族との会話や友達とコミュニケーションをとる方法を学び、コロナ禍にあっても、

孤独になることなくいろいろな人と交流する手段を増やすことを目的とした講座です。 

次に、「４の地域課題解決等事業」ですが、「美味しいシソ入り梅干しづくり」は、現

代社会において、核家族化が進むことにより、若いお母さんやお父さんに日本古来の発酵

食品の良さや作り方を教える機会が少なくなっており、人から教わることにより、人の温

かさや、雑談から得られる地域の情報や地域にあった作り方を学ぶため、講師には、松林

地区に在住されているシニアにお願いし、参加者同士の情報交換を交えながら、手作りの

美味しさに親しみ、簡単にできる手作りの楽しさにチャレンジしていただくこと、また、

参加者に梅干し作りをマスターしていただき、講師になる人材を育て、地域の力で継続で

きる事業とすることを目的とした講座です。 

次に、「５の学習成果活用・学習情報提供事業」ですが、「春の山野草展」は、公民館

利用団体である「茅ヶ崎山草会」との共催事業で、学習成果の活用、地域交流を図ること

を目的とした講座で、コロナ禍において、対面は実施できないため、山野草の展示の様子

を動画撮影し、YouTube 配信を行うことで、会員の作品発表の場作り、視聴者に春を感じ

ていただくことを目的とした講座です。 

６以降の事業、事業の概要などにつきましては、ほぼ例年どおりの内容で記載のとおり

でございます。 

ただいま、ご説明いたしました松林公民館の事業計画の他、５館全体で横断的にチーム

を作り、重点的に取り組むテーマとして「子ども事業」「家庭教育支援関連事業」「シニ

ア事業」の３点について連携を図り取り組んでまいります。簡単ではございますが説明は

以上です。よろしく願いいたします。 
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◎細田会長 

事務局より説明が終わりました。何か質問はございますか。 

 

◎細田会長 

 予算で、５２万６千円ほど増額になっているが、その要因としては、やはり自家用電気

工作物の工事でしょうか。 

 

◎事務局 

 資料４の令和３年度事業別歳出予算内訳表をご覧いただくと、皆様に関係する０１０公

民館運営審議会委員経費が前年度から１６万円減額しております。また、細田会長ご指摘

部分の０３０施設維持管理経費では、工事請負費で、自家用電気工作物のうち、高圧負荷

開閉器及び高圧ケーブルを予防保全するための改修工事を行う経費として２３３万２千円

を計上したことにより１３４万３千円増額しております。さらに、０６０公民館活動費は、

当初予算では、０円でしたが、６月市議会にて、補正予算で、公民館主催事業経費として

５７万２千円を計上しましたが、前年度比では、８６万３千円の減額となっており、その

他の経費とプラスマイナスして松林公民館全体予算として５２万６千円の増額となったも

ので、細田会長のご推察どおり自家用電気工作物の工事請負費の増額が一番の要因です。 

 

◎細田会長 

 公民館活動費少しでもついたというところは、活動しやすくなったと感じました。良か

ったと思います。 

 事業計画の方で、Ｚｏｏｍの講座の全体的な流れというか影響は出ていますか。参加人

数とかから見て。 

 

◎事務局 

 皆様ご存じのとおり、公民館では、新型コロナウイルス感染症感染防止対策として、対

面式ではなく、Ｚｏｏｍを利用したオンライン講座で主催事業を実施しているところです。

従前の対面式講座であれば、例えば講義室で、参加者を５０人といったものも可能でした

が、オンライン講座ですと、いわゆるホスト、主催者側としては、参加者が増えれば増え

る程、画面が分割されてしまい、講座運営が難しいといった側面がございます。今年度既

に実施した主催事業でも多くても、２０人の参加者でございます。これは、まだ実施はし

ていませんが、参加者の人数については、例えば、同じ内容の講座を２回、対象者を変え

て実施することにより倍の方にご参加いただけるようにするとかも対策として検討してい

るところでございます。 
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◎細田会長 

では他に質問やご意見が無ければ次に移ります。「議題４、その他」について、委員の

皆さま、事務局から何かございますか。 

 

◎事務局 

 ２点ほど、事務局からお話させていただきます。 

 １点目、通知文で、松林公民館の館報である「公民館だよりしょうりん」に公民館運営

審議会の記事を掲載するにあたり、全委員の集合写真を撮影するとしておりましたが、先

程ご報告しましたように本日ご欠席の委員がいらっしゃるので、集合写真撮影は中止とし

て、集合写真は掲載しないこといたします。なお、「公民館だよりしょうりん」には、委

員の皆様をご紹介したいので、名簿を掲載させていただきますので、ご承知おきください。 

２点目は、本年度の審議会の開催予定についてですが、これまでの年４回開催であれば、

４月か５月に第１回目、第２回目は、７月下旬頃に、第３回目は１２月中旬頃に、第４回

目は２～３月頃に開催していました。しかしながら今年度は年２回の開催となります、ま

た次回の審議会の想定される議題は今年度事業報告や次年度の計画、令和４年度にむけた

諮問についてなどを想定しています。ここで次回の日程を決めるか、開催月だけ決めてお

いて、改めて詳細の日程調整はその２か月前ぐらいに行うかどちらがよろしいでしょうか。 

 

次回会議の日程について協議： 

  ２月か３月に開催するということとしておき、１月に会長と事務局で協議して、 

詳細の日程は、委員の皆様と調整し決定することとした。 

 

◎事務局 

最後になりますが、この他にも市主催の研修会や茅ヶ崎市公民館運営審議会委員連絡協

議会などもあろうかと思います。日程は、はっきり決まり次第、随時ご連絡させていただ

き、調整させていただきますのでよろしくお願いします。 

 

◎細田会長 

ありがとうございました。他に何かございますか。ないようですので、以上をもちまし

て本日の会議を終了します。本日はありがとうございました。 


