
- 1 - 

令和３年度第１回茅ヶ崎市立鶴嶺公民館運営審議会会議録 
 

議題 １ 令和２年度事業実施報告について  

２ 令和３年度事業実施状況について 

３ 諮問について 

４ その他 

日時 令和３年１１月４日（木）午後１時３０分～１５時４０分 

 場所 茅ヶ崎市立鶴嶺公民館２階学習室２ 

 出席者氏名 

 

 

 

 

 

 

 

 会 長 小寺 喜衛 

 副会長 内藤 一夫 

 委 員 朝倉 千加男 

     安藤 玲子 

     大木 康彦 

     山上 壽子 

     村越 さゆり 

事務局 担当課長 三井 優子、主任 三谷 恭子 

会議資料 

 

 

 

１ 次第 

２ 資料 

 資料１－１ 令和２年度歳入決算総括表 

資料１－２ 令和２年度歳出決算総括表 

 資料２－１ 鶴嶺公民館 主催事業比較表 

資料２－２ 令和２年度 市内５公民館  

        「動画で学ぼう！自宅で学ぼう！！」 

公開動画・オンライン Zoom講座実績  

資料３ 令和３年度 鶴嶺公民館主催事業実施状況 

資料４ 鶴嶺公民館の利用に係る利用制限の段階的一部緩和 

    について（通知） 

会議の公開・非公開  公開 

傍聴者数  ０人 
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（事務局） 

お待たせいたしました。みなさま本日は公私ともにお忙しい中、お集りいただき、誠にありがと

うございます。会議を始める前に、事務局の職員の交代について、ご報告させていただきます。

令和３年４月１日付で、人事異動がございましたので、ご挨拶させていただきます。 

   

   （職員自己紹介） 

 

（事務局） 

それでは、これより令和３年度第１回鶴嶺公民館運営審議会を開催いたします。この審議会

は、公開となっておりますが、本日の傍聴はありません。 

本日の資料を確認させていただきます。 

 

（資料の確認） 

 

なお、各議題の内容によって、昨年度開催した審議会の資料も使用します。今回使用するの

は、令和２年度第１回及び第３回（書面会議）の審議会資料です。 

それでは、この後の議事進行につきましては、小寺会長にお願いいたします。 

 

（小寺会長） 

こんにちは。お忙しい中ご参加いただきありがとうございます。 

議事を進める前に、会議録の作成方法が変更になっています。前回の開催から間隔が空いてし

まいましたので、確認を兼ねて、改めて、ご説明いたします。 

この会議は公開となっています。会議録を作成するにあたり、会長の私と私（会長）が指名す

る委員１名の署名が必要でしたが、「茅ヶ崎市附属機関及び懇談会等の設置及び会議の公開等運

営に関する要綱」が改正されましたことに伴い、審議会委員の署名手続きが廃止となり、会議録

の内容について委員に確認し、その旨を記録として残す対応となります。 

会議録の内容確認は、会長に一任でよろしいでしょうか。 

  

（異議なしの声） 

 

（小寺会長） 

 それでは、会長に一任ということで、進めさせていただきます。 

それでは議題に入らせていただきます。 

議題１「令和２年度事業実施報告について」事務局より説明をお願いします。 
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（事務局） 

 それでは、議題１「令和２年度事業実施報告について」、資料１－１、資料１－２、資料２－

１及び資料２－２に基づいてご説明いたします。加えて、令和２年度第１回公民館運営審議会の

資料３－１、３－２及び資料４をご覧ください。そちらが昨年度の予算の内容と、事業の計画表

になっておりますので、昨年度と比較しながらの説明とさせていただきます。 

まず、歳入・歳出の決算の状況についてです。 

歳入決算額が、25,070 円で、当初予定しておりました予算に対して 52.2％の収入という状況に

なっております。こちらは、コロナによる臨時休館で、公衆電話の利用率と、公民館のコピー機・

簡易印刷機の利用率が落ちてしまったことが原因です。なお、建物総合損害共済災害保険金（63,800

円）は、令和元年度に講義室の窓ガラスが割れ、その関係で保険の手続きをした金額が２年度に入

ってきたものです。参考までに、令和元年度の歳入の比較を載せております。 

続きまして、歳出決算額の確認です。参考までに、令和元年度の歳出の比較を載せております。

グレーに着色しているところが支出の金額です。歳出決算額が、21,662,650円となっており、昨年

度より決算金額が多くなっています。主な理由は、工事請負費です。昨年度の審議会でご説明して

おりますが、本館は今年の５月に空調工事を行いました。令和２年度に、工事の前金として契約金

の一部をお支払いしており、残りは今年度の工事が終わった後に清算払いをしています。令和２年

度にお支払いしている 11,040,000円が、昨年度決算額との大きな差になっております。 

また、４０番の公民館活動費は公民館の主催事業を行うための金額ですが、令和元年度は、

1,184,181 円だったことに対し、令和２年度は 197,918 円と、大幅に減額しています。これは、令

和２年度の市の方針に基づき、主催事業がすべて中止になったためです。歳入・歳出の決算につい

ては、以上です。 

続きまして、資料２－１・２－２をご覧ください。決算額が落ちた中、実際どのような活動をし

たかについてご説明します。令和２年度の１回目の審議会の資料４では、令和２年度の鶴嶺公民館

主催事業の計画をお出ししましたが、ほとんどの事業が計画どおりにできませんでした。代替案と

して、まず YouTubeを使った動画配信を始め、下半期にかけては、Zoomを使ったオンライン講座を

取り入れていくなど、試行錯誤しながら事業を実施いたしました。資料２－１で、過去５年の状況

を比較しています。令和２年度で、数字が入っているところが、実際に動画が視聴された回数です。

視聴回数ですので、視聴者の年齢や性別はわかりません。鶴嶺公民館では、主に元年度まで実施し

ていた事業の紹介動画や鶴嶺地域の紹介動画を配信しました。 

市教育委員会社会教育課が市ＨＰで「動画で学ぼう！自宅で学ぼう！！」というページを立ち上

げています。全公民館で同様の取り組みを行っており、そのページで各公民館の動画が一覧で載っ

ています。資料２－２は、事業の名称等は省略していますが、各公民館の事業の実施状況を載せて

います。令和２年度は、鶴嶺公民館が単独で主催する Zoom を使ったオンライン講座は開催してい

ないため、オンライン講座件数はゼロですが、公民館５館共催で Zoomの講座は開催しております。
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公民館によって回数等の差がありますが、各公民館それぞれで試行錯誤して進めて参りました。令

和２年度事業実施報告については、以上です。 

 

（小寺会長） 

説明ありがとうございました。事務局の説明にご質問はありますか。 

ではまず私から、昨年度の工事請負費について、残りが 23,885,000円とありますが、これは今

年度に持ち越されたということでしょうか。 

 

（事務局） 

 はい。今年度は、既に工事が完了し、支払いまで全て終了しています。 

 

（小寺会長） 

 わかりました。これは工事の手付金ということですか？ 

 

（事務局） 

そのとおりです。 

 

（小寺会長） 

それから、資料１－１の建物総合損害共済災害保険金は、初めて入ったのですか。 

 

（事務局） 

 そうです。資料１－２でご説明すると、３０番の施設維持管理経費の中に、１２－０５火災保

険料という科目があります。そこで支出しているものがいわゆる掛け金のようなものになりま

す。 

 

（小寺会長） 

9,415円というところが、火災保険及び損害保険ですか。 

 

（事務局） 

 損害保険として、毎年同じような金額でかけているということです。 

 

（小寺会長） 

 ちなみに、地震保険は入っているのですか。 
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（事務局） 

 入っていないはずですが、後程確認いたします。 

 

（小寺会長） 

お願いします。 

令和２年度は新型コロナウイルスの影響で公民館も自治会も事業ができず、その経験が次の年

に伝わらないことが、これからの課題だと思っています。新型コロナウイルス感染症が流行し始

めてからおよそ２年間、ほとんど活動することができていないので、このギャップは、非常にき

ついものがあります。サークル活動の継続性というところで、令和４年度からも従来どおり、活

発な活動がされるかが心配です。個人的には、令和４年度になれば新型コロナウイルスの感染状

況も落ち着くと思っていますが、従来どおりの活動ができるかどうか、各サークルさんに声かけ

してみてはと思います。 

 

（事務局） 

今は、朝９時から夜９時までの中で、２時間の活動時間のあと、１時間の換気の時間を設けて

いるので、その中で活動できるサークルさんだけが来ている状況で、どうしても稼働率が低くな

っています。また、コロナ禍で活動を自粛しているサークルさんもあれば、たくさんではないも

のの、自然消滅に近いかたちで解散しているサークルさんも出ています。新型コロナウイルスの

感染者数が落ち着いてきたなかで、公民館の利用制限などを考えながら、少しずつ前に進まない

といけないと思います。 

 

（小寺会長） 

市からは、閉館時間の延長について連絡はないのですか。 

 

（事務局） 

１０月２５日から、従来の利用方法でできるところはやるようにと言われております。後ほど

ご説明しますが、公民館の利用制限の緩和を進めています。 

 

（小寺会長） 

 令和２年度はほとんど動画の視聴回数で参加の状況を見ていますが、それ以前は参加人数です

よね。 

 

（事務局） 

そのとおりです。 
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（小寺会長） 

そろそろ参加する事業を設けた方が良いと思います。 

 

（事務局） 

 はい。きちんと感染防止対策を行うことができれば、対面事業の開催が可能だと考えていま

す。公民館としても、十分な感染防止対策を取った上での事業の実施方法を考えているところで

す。 

 

（小寺会長） 

その他、ご意見等がなければ、次の議題へ移ります。 

議題２「令和３年度事業実施状況について」事務局より説明をお願いします。 

 

（事務局） 

それでは、議題２「令和３年度事業実施状況について」ご説明します。 

資料３と資料４、令和２年度第３回の審議会の資料２「令和３年度の社会教育のイメージ図」

をご覧ください。ちょうど去年の今頃に令和３年度の予算要求をする中で、その頃は新型コロナ

ウイルスの感染状況が良くなかったこともあり、公民館活動費の予算について、要求を見送るし

かありませんでした。 

市からは、予算がなくても、感染防止対策を行った上でできる事業について、工夫して実施す

るようにという方針が出ました。そのため、例年であれば、事業の講師の方やご協力していただ

いたサークルさん・団体さんには、謝礼をお支払いしていたのですが、それをボランティアとい

うかたちで事業を実施していくのかというところがありました。 

そういった状況の中、「令和３年度の社会教育の事業のイメージ」にあるように、普段各公民

館でそれぞれ実施していた事業の中で、公民館単体ではなく、市内５つの公民館で連携して、同

じテーマに取り組むことになりました。そのテーマがシニア対象のもの（シニア事業）、子ども

対象のもの（子ども事業）、子育て中の保護者対象のもの（家庭教育支援関連事業）の３つで

す。今年度はこの３事業について、各公民館の職員でチームを作って進めています。この５館連

携事業と各公民館が課題と捉えていることに対して実施する事業の２本立てで、令和３年度は進

めています。その中で、コロナの状況を踏まえて、動画配信や Zoomを使ったオンライン講座を実

施してきました。当初の計画は、予算が計上されていないなか、事業方法等を検討して考えてい

ました。コロナの状況からも、対面での実施はまだ難しいと判断し、主に Zoomを使ったオンライ

ン講座を行ってきました。資料３に鶴嶺公民館の実施状況として、上半期の状況と、現時点での

今後の実施予定を反映しています。この中で、子ども事業と家庭教育支援関連事業、シニア事業



- 7 - 

の中に、「（５館連携）」という言葉が入っているものに関しては、先ほどご説明した５つの公

民館が取り組む３つの事業として実施したものです。「（５館連携）」と記載されていないもの

は、鶴嶺公民館が単独で主催して実施したもの、または、実施予定のものです。 

先ほど、令和３年度の公民館活動費の予算について、要求を見送ることになったとお話をいた

しましたが、令和２年度の決算状況を踏まえ、公民館等の主催事業及びイベントを行う課かいに

おいて、補正予算というかたちで要求を提出することができました。６月に行われた市議会定例

会で承認され、７月以降に開催する講座等から、予算を使って事業ができるようになりました。

コロナの状況も踏まえ、例年の予算規模の３０％くらいの金額で要求させていただきましたの

で、令和３年度の４月から６月までに実施した事業には、謝礼をお支払いすることはできません

でしたが、７月以降はそれができるようになりました。 

 

（小寺会長） 

来年度の予算は、いつごろ提案するんですか？ 

 

（事務局） 

既に提出しており、これから財政部局の査定を受ける予定です。 

 

（小寺会長） 

来年度は、今までの委託事業（公民館まつり等）については、令和元年度・平成３０年度のレ

ベルになりますか。 

 

（事務局） 

そうですと言いたいところですが、市全体としての財政状況を考えなければならないので、財

政部局からは、事前に、今までどおりではなく、新型コロナウイルスから得た教訓を踏まえて、

工夫・精査して予算要求をするようにと言われております。ですので、金額的には、コロナ前の

金額と同じレベルには達しておりません。 

 

（小寺会長） 

いわゆる固定費はこれから上がっていくのに対し、予算は市の財政状況の影響を受けて押さえ

られて、実際に事業を行うために必要なお金は縮小傾向にありますね。固定費で言うと、電気代

・ガス代は上がってきてますが、保険料も上がるのですか。 

 

（事務局） 

保険料は上がらない予定ですが、固定費としては、施設維持にかかる費用と人件費がどうして
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もウェイトを占めてしまいます。公民館は有料施設ではないので、貸室の使用料のような施設運

営をまかなうための収入が無い点も厳しく見られる要因です。 

 

（小寺会長） 

行政は、公民館活動を、参加人数やイベントの数、サークル数の増加といった数字で評価しま

すよね。事業費がなくなれば、イベントも減らさざるを得ないですし、それをボランティアでや

るのは結構きついものがあるのではないでしょうか。 

 

（事務局） 

はい。今後、対面事業ができるようになったとしても、公民館の各部屋の人数制限はまだ継続

しているので、これまでの半分以下の人数しか募ることができません。その場合、数値が低くな

ったと取られる可能性はあります。 

 

（小寺会長） 

マスクを着用していても、クラスターの心配があるので、しばらくは賑やかなことはできませ

んよね。来年度の事業はどのようにしたら良いのか心配になってきました。 

 

（事務局） 

その点は、職員も考えているところですが、コロナ前の状態に１００％戻るというのは難しい

と思います。事業の内容や手法によって向き不向きがありますが、オンライン講座でもある程度

の達成度が見込めるものであれば、今までは対面だけだった事業も、オンラインで進めていくこ

ともあるかと思います。 

また、先ほど資料４の説明が遅れましたが、公民館の利用制限の緩和を段階的に進めていま

す。去年の７月から、１日最大２時間の利用ができ、その後１時間の換気の時間を設けるという

ルールで運営してきました。緊急事態宣言も解除され、感染状況が落ち着いたところがありまし

たので、１０月の下旬に、各サークルに利用制限緩和の通知（資料４）を出しました。利用の３

か月前に抽選申込みが始まる関係から、来年２月から大きく利用制限を緩和します。２月から、

施設の申込み方法をコロナ前に戻し、１時間の換気の時間を設けませんので、使用できる時間の

中で活動から除菌作業までを行っていただくということで、各サークルさんはご利用いただけま

す。 

また、これまで１団体が利用できる時間を、１か月につき、１回当たりの活動時間を２時間と

し、５コマの１０時間までとしていましたが、１１月以降は、１０時間を超えて随時予約ができ

るようになりました。段階的な緩和になりますが、少しずつサークルさんの動きが出てくると思

っています。ただし、実習室については、空間的に狭い上、飲食等に関しては慎重に判断しまし
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たので、引き続き料理等の活動をされているサークルさんはご利用いただけない状態です。１回

あたりの活動が２時間では時間が足らなかったサークルさんや、制限中はお呼びする先生のご都

合が合わなかったサークルさんも、２月以降は活動を再開するのではないかと思っています。 

 

（小寺会長） 

運営する上で、今の状況では厳しいですよね。 

その他質問がなかったら次の議題へ移ります。議題３「諮問について」事務局より説明をお願

いします。 

（事務局） 

議題３「諮問について」ご説明いたします。資料は、令和２年度の第３回の審議会の資料４－

１・４－２をご覧ください。 

公民館運営審議会では、館長から諮問というかたちで投げかけた議題に対して、審議会委員の

ご意見をまとめ、答申というかたちで提出していただいています。今回公民館長からの諮問のテ

ーマが、「『新しい生活様式』が定着し、社会教育活動の場を提供していくために、茅ヶ崎市立

鶴嶺公民館に望まれる施設運営と主催事業について」です。コロナ前は、審議会の回数が年に４

回ありましたので、その中でご意見を出してまとめていくことができましたが、今年度は、審議

会の回数が２回に制限されてしまいましたので、皆さまと正式にお会いする回数があと１回しか

ありません。スケジュール含め、今後どのように答申をまとめていくかについてご検討いただき

たいです。公民館５館の審議会の内、諮問・答申のサイクルが１年ずれている館があります。令

和２年度は松林・南湖・香川の各公民館運営審議会が答申を出していますので、参考にご覧くだ

さい。また、前回の審議会で、２年前に鶴嶺公民館運営審議会から出された答申もお渡ししてい

ますので、イメージしていただけるかと思います。形式等は特に決まりはありません。 

 

（小寺会長） 

この答申は、いつ頃までにまとめなければいけないのですか。 

 

（事務局） 

令和４年の３月です。 

 

（小寺会長） 

それまでは会議する時間がないですよね。 

 

（事務局） 

はい。初めは、今回の審議会で皆さんに答申の文章案を考えてきていただいて、意見交換を行う
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ことも考えましたが、前回の審議会を書面で行ったので、前々回からしばらく顔を合わせていない

状態で考えてきていただくのも難しいと判断しました。ですので、皆さんで自主的に集まっていた

だくことになってしまいます。 

 

（小寺会長） 

他の３館の答申を参考にしながらとしても、今は先が読めないですよね。「○○をやったらよい

だろう」という答申は、なかなか無責任過ぎると思います。そのあたりについて、館長の考えはい

かがですか。これまでは来年度のことがある程度見えましたが、今は緩和されてきたとはいえ、新

型コロナウイルスの第６波が来たら、全部なくなってしまうことになりますよね。どんなことを答

申に求めているのでしょうか。公民館の在り方とか子どもの居場所とか、実質的に議論する余地が

ないと思っています。朝倉委員はどうですか 

 

（朝倉委員） 

なかなか難しいですね。コロナの関係があるから、どのようなかたちでお答えできるのか。今後、

第３回目のワクチン接種も始まるようなことを言ってますし、そういうことも考えていかないとい

けませんね。 

 

（小寺会長） 

そうですね。「コロナ克服後のサークル活動の再開に向けて」など、そういう内容になるのでは

ないでしょうか。実質、他の公民館でも審議会はそれほどやっているわけではないですよね。 

 

（事務局） 

今年度に関してはそうです。昨年度、答申を提出した公民館運営審議会は、４回対面で開催した

ところや、３回は対面、１回は書面会議で開催したところがありますが、今年度はどうしても回数

の制限があります。 

本来公民館は人が集まって交流したり、サークル活動をしたり、そういったところで、成り立つ

部分もあると思うのですが、アフターコロナにおいて、公民館が活動拠点としてどういうふうにあ

ってほしいのか、今までどおりにできないところをどういうかたちで活動していくのか、そういう

ところを考えていく必要があると思います。今までどおりに戻りましょうということではなく、新

しいかたちとしてどうしたら良いかを考えていく一方で、オンラインの操作が難しい方もいらっし

ゃるので、そういう方々も取り残されないような公民館をつくるためにどうしたら良いかというと

ころも考えなくてはいけないと思います。 

子どもの居場所づくりというのも考えなければなりませんが、例えば、子どもを集めた事業を開

催しても、１２歳未満のお子さんたちはワクチンを接種することができないので、そこでクラスタ
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ーが発生してしまう可能性も考えなければいけません。けれども子どもたちにとって、集まってお

話ししたり、遊んだり、というところとしても、公民館は本来立ち寄りやすい場所にならなければ

と思っているので、それができないところがもどかしいです。世代がつながっていかない恐れもあ

るので、若い人たちに、公民館の良さをわかってもらえることも考えなければいけないと思います。 

 

（大木委員） 

質問よろしいですか。今日いただいた各３館の答申のタイトルですが、松林公民館と香川公民館

は、タイトルだけ見ると似たようなタイトルで、南湖公民館は、公民館の中の子どもさんの居場所

ということで限定するような書き方をされてると思います。先ほど館長がお話しした前回の資料が

見つかっていないのですが、そこで何が書かれているのですか。 

 

（事務局） 

前委員さんが提出してくださった答申です。 

 

（大木委員） 

わかりました。 

３月まであと１回か２回みなさんで集まらないとまとまらないと思いますね。 

 

（小寺会長） 

前回の資料４－１を要約すると、「コロナの状況でこのような時代となった今、公民館は、市民

の身近な社会教育施設として、地域課題や市民のニーズに即した学習会を提供するとともに、心豊

かで活力に満ちた人づくり、「居場所づくり」、「絆づくり」といった、地域づくりの拠点として

ますます期待されています。以上のことから、検討を要する事項について諮問いたしますので、ご

審議を」という話ですよね。この時点と比べて、今の状況を見ると、先ほどありましたサークルの

自然消滅や、予算的にも圧縮されてきている状況で、講師を招いての教育もなかなか提案しにくい

ですね。 

 

（事務局） 

はい。限られた予算の中で、そういったことをいかに有効的に行うのかということですね。  

 

（小寺会長） 

居場所づくりや学習会づくりの再構築というかたちでしか言えないのではないでしょうか。再構

築でしたら、イメージアップができます。というのも、今までの歴史が切れてしまっているんです

よね。審議会の委員も年に１回や２回会うだけで、いまだにマスクを外して会話することも難しい
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から、誰が誰だかわからない、そういう中で、闊達（かったつ）な意見を言うというのは、公民館

をとりまく環境の難しさといった情報も少なく、サークル活動が今後公民館をどう有効活用してく

れるかというのも見えません。これから先、新型コロナウイルスの第６波が来るとニュースでも言

っているし、そうした中でコロナ克服後の、公民館活動の再構築ということを考えたほうが、より

イメージできるのではと思います。極端な話、活動をしたい我々とコロナの発生を防がなくてはい

けない行政の意見は全然違います。活動をすることで移動も増えるし、コロナが発生するベクトル

を持つことになります。「活動したい」と「まだ活動は慎重に」の狭間で、来年度どうするのかと

いうのを少し考えていく必要があるのではと思います。そういった答申でしたら、みなさん意見が

出せると思うのですが、大木さんはいかがですか。 

 

（大木委員） 

そうですね。以前、公民館の職員さんにお願いして、コロナになってからの、各サークルの実施

状況を集計していただいたんです。それを見ますと、鶴嶺公民館は約１００サークルありますが、

ここ最近、公民館の入口にある白板（当日の利用予約一覧が掲載）を見ると活動が増えつつあるの

かなと感じます。感染者の状況を見ても、茅ヶ崎もかなり減っていて、先ほど館長からご説明あり

ましたように、公民館の利用制限が緩和されました。だんだん利用する方が増えてくるとは思いま

すけれども、私自身もコロナが怖くて、なかなか活動に来れませんでした。感染者数が減って、だ

んだん人の動きが活発になってきたように見えますから、公民館を利用される方も、また少しずつ

戻ってくるのかなと私自身は思っています。ただ、今までこういった事態に対応してきた実績が無

いですから、無いなりに何かまとめなければいけないのかなと思います。答申を出すにあたっては、

ないのはないでしょうがないとしても、ないのはコロナの関係が大部分を占めていると思いますの

で、何かつくりようによってはできるような感じはしてきています。 

もう一点教えていただきたいのは、茅ヶ崎の図書館というのは、今どういう状況でしょうか。私

たちが行けば、見せてもらえるのでしょうか。 

 

（小寺会長） 

見せてくれますよ。結構、利用者も多いですよ。 

 

（大木委員） 

受験勉強をされる方もいるでしょうしね。あの中では本を見ることはできますか。 

 

（小寺会長） 

できますよ。雑誌や新聞を読んでいる人もいます。 
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（大木委員） 

２階に、自分で調べられるスペースがあったような気がしますけど。 

 

（事務局） 

一応、図書館側からは、なるべく短時間でのご利用をということは呼び掛けてはいますが、時間

制限はありません。 

 

（小寺会長） 

先月行ったら、普通どおりに戻ったような感じがしますね。 

 

（大木委員） 

そうですか。審議会というのは、私たちが集まると、お金が絡んでくるような気がしますけどね。 

 

（小寺会長） 

先ほど三井館長がおっしゃったのは、定例の審議会は年２回だけれども、ほかはボランティアと

いうイメージですよね。 

 

（事務局） 

申し訳ありませんが、予算上、審議会の会議開催が２回しか認められていないため、お見込みの

とおりとなります。 

 

（大木委員） 

あと２回くらいボランティアでも集まれれば、まとまるのではないでしょうか。 

 

（事務局） 

答申をつくるにあたり、必要な情報や統計があれば、ご用意いたします。 

 

（小寺会長） 

私のイメージは、せっかくコロナという歴史的な事態において、どうやって今後再生していくの

かということが、テーマではないかと思います。あまり「居場所」や「在り方」、「○○の仕方」

と言っても、美しい言葉で終わってしまう気がします。 

例えば、令和２年度～３年度にかけて各サークルがどれだけ活動できたのか、その前の年に比べ

どのくらい活動が減少したのか、令和４年度に向けて、どれだけ活動の意思があるか、どういう状

況だったら活動ができそうだと考えているか、そういう中で、私たちが答申できるのは、市が人数
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を半分にしなさいと言っているのに、「いや倍にしろ」とは言えないですよね。だから答申しにく

いんですよね。 

 

（朝倉委員） 

たたき台を出していただいて、それを検討していくというのはどうでしょうか。 

 

（小寺会長） 

今回はさらっといくしかないと思います。さらっとというイメージは、「居場所づくり」とかで

はなく、「コロナ克服後の鶴嶺公民館のこれからの再起に向けて」です。 

 

 

（大木委員） 

先日三谷さんにお願いして、各サークルの参加回数を出していただきました。あれは何月までの

ものでしたか。 

 

（事務局） 

今年の４月までです。 

 

（大木委員） 

そこから今に至るまで、大変な作業とは思いますが、下地ができているので、統計を出していた

だければ、その資料をもと進めていけるのではないでしょうか。 

 

（小寺会長） 

今年に関しては、人数はほとんどいないと思うのですが。 

 

（大木委員） 

人数はともかく、サークル活動をしている方は結構います。去年もほぼこういう状況でしたから

ね。少ないなりの数字は出ると思います。 

コロナ禍における公民館活動の実施状況、参加人数は少なくても、活動が続くサークルもあると

思うので、それはそれで何年か後には、貴重な資料になると思います。みんなで集まる機会もあま

りないですし、今日は答申の方向が決まりそうですね。 

 

（内藤委員） 

実際、自治会の活動もできていないから、どういう方向に持っていこうかなと思っています。先
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月で感染者数がだいぶ減ってきて、今月から、自由にお酒が飲めるようになりましたが、だからと

いって「自治会館をすぐ使えますよ。」とか「お好きなようにしてください。」とは、なかなか言

えません。その点で困っているというのは、当然公民館も同じだと思います。だから、旗を挙げた

はいいけれども、どうなのかなというところがあって、今悩んでいるところです。 

今回の答申は、コロナでなければ出せないようなものしかないのかなと思います。今までのよう

に、上をずっと向いてて、「皆さん来てください」というのではなく、こういう厳しい時期に、「も

っと公民館を知ってほしい」、「うまく使ってほしい」みたいな方向に持っていく以外にはないの

かなと思います。ただそれを文章にすると結構大変なことになりそうだなと思います。ちょっとし

たサンプルがあれば、それで進めても良いのかなと思いますが、それを選ぶところが大変だなと思

います。 

ですから、先ほどの利用者別のリストがあるのであれば、そこから進んでも良いのかなと思いま

す。決め手がないというのが、現状だと思います。また、こういう時期だからこそ、もっと子ども

のことを考えても良いのかなとは思います。 

 

（小寺会長） 

三井館長に質問です。隣の公園で花火はできますか。実は、一昨年から、夏にちびっこ花火大会

をやっています。小さな芝生しかないですが、そこで仕掛け花火とかやると、結構人が集まります。

子どもだけではなく、親御さんやおじいちゃん、おばあちゃんも来ます。「子どもの居場所」とい

うのは、遊びがあっても良いのではと思います。七夕さんとちびっこ花火大会とクリスマス会をや

っていますが、そういう集まりがあれば、子どもの居場所づくりという観点で言えば、外は広いで

すし、外でできるイベントというのはやりようがあるのではないかと思います。屋外で、寒いけれ

ども、みんなで頑張っていきましょうということで、離れてやれば良いだろうし、そういう新しい

イベントづくりをやっても良いのではないかと思います。子どもだけを対象とすると、なかなか輪

が広がらないから、親御さんも一緒に来るような場づくりのほうが、結構集まるんですよね。今年

の花火大会では、若い人が４０人くらい集まりました。その集まりが、子どもたちが発散できる場

になります。お金があまりかからなくて、サークルの方のご協力をもらいながらできることが、こ

れからのステップアップに必要なのではないかと思います。現状分析すると意気消沈している上、

予算的に厳しい中で、子どもの場づくりやサークルの再開のためにどうしたら良いのでしょうか、

ということでしたら、いろいろなアイディアが出てきます。 

 

（事務局） 

公園の利用については、公園を所管しているところに、どういったことで使用できるかというこ

とを確認する必要があります。 
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（大木委員） 

外での活動は、天候に左右されますよね。 

 

（小寺会長） 

それはもうしょうがないです。 

 

（朝倉委員） 

コロナの関係もあるから、大変だけれども外でやるような事業のほうが良いような気がします

ね。萩園の老人クラブで年３回清掃をやっていますが、他の老人クラブは外での活動は、コロナは

そんなに関係ないからやる、というところが多いです。会長が言ったように、戸外でやることにつ

いての課題にしたら良いと思います。 

 

（小寺会長） 

来年度は将来に向けてのステップにしなくてはいけないと思います。他館のように何ページにも

わたる必要はないと思います。三井館長も苦しんでいらっしゃるようですし、次のステップのため

の内容であれば、私は答申できると思います。 

三井館長としては、どういう答申を期待されているのでしょうか。今までの歴史がある程度切れ

てしまっているわけだから、サークル活動を盛んにしてほしいし、かつ公民館の利用も活発なって

ほしいという思いがあると思います。 

 

（安藤委員） 

「『新しい生活様式』が定着し、社会教育活動の場を提供していくために、茅ヶ崎市立鶴嶺公民

館に望まれる施設運営と主催事業について」というのが諮問で、それに対しての答申だと思います

が、すごく難しくて、私たちのように２年くらい会っていない人間が、施設運営について何か答申

しろと言われてても、漠然として難しいです。主催事業なら、外で何かするとかを考えられますが、

２年前の鶴嶺公民館の審議会の答申にも、手持ち花火と野外映画会をやったらどうかとか、夏休み

の自由研究のお手伝いとか、手作りおもちゃ講座、影トンボとか水鉄砲を作って３世代の交流をと

か、いつも同じような意見が出ていると思います。もし今回出すとしても、同じような答申になっ

てしまうのは良いのでしょうか。あと、施設運営というのは、私たちはどういうことを考えればよ

いのかがわからないので、教えてください。 

 

（事務局） 

施設運営は、主に貸館のことについてです。今までであれば、利用者懇談会というかたちで、各

サークルの方が何十人と集まって、公民館に対してのご意見をいただく機会がありましたが、去年
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も今年も、利用者懇談会が全くできていない状況にあります。今、公民館に来れないサークルさん

たちも、おそらく、思うところはあるかと思いますが、大人数を公民館に集めることもできないの

で、集まらずにみなさんの意見を吸い上げる方法も考えていく必要があると思います。 

 

（山上委員） 

そういうものがわからないと、結局少ない人間の中で現状を把握して、より良いものへという意

見は、出しづらいと思います。今まで利用していた人は、コロナ禍で利用できないけれども、今ま

であった公民館とのキャッチボールが断たれているからこそ、それを吸い上げてもらって、その吸

い上げた意見を聞いてこそ提案ができるのではないでしょうか。公民館まつりなどの大きなイベン

トを復活させるのにあたって、今までのように復活できるのか、それとも発表会形式と外でのイベ

ントを分けてるのか、それから季節的な日本の伝統行事というのは大切にしていったら良いなと思

うので、そういうことをテーマにしたイベントがあっても良いのかなと思いました。 

（安藤委員） 

ふっと思ったのは、今は、食べ物はいけないという感じですが、ゆくゆくできるようになったら、

餅つき大会とか、今の子どもたちも、私たちもあまりやったことがないので、茅ヶ崎は親子三代で

生活している人がいるので、そういう人たちの力を借りて、そういうのもできるかなと思いました。

小さな花火大会でもたくさん子どもさんや親御さんが集まるというなら、冬は餅つき大会みたいな

ことをやっても良いのかなと思います。そういう具体的な主催事業でしたら、可能かどうかは別と

して出てきます。施設運営というのは、どういうことを答申するのかと思っていましたが、先ほど

のお話を聞いて少しわかりました。 

 

（小寺会長） 

たとえば餅つき大会の場合は、萩園ではもち米で餅つき大会をやっているそうです。そういうと

ころから道具と、もち米を協力してもらえれば良いのではないでしょうか。 

 

（朝倉委員） 

浜之郷小学校の５年生を対象にして、地域の田んぼを借りて、種まきから稲刈りまで全部子ども

にやらせています。できたお米を学校で売るところまでやっているんですよ。 

 

（小寺会長） 

聞いたことがあります。場所と道具と、サークルに協力者を募ったらできそうですね。 

 

（朝倉委員） 

戸外でやる場合は、それほど市の方も検査を入れませんよ。 
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（事務局）  

大変申し上げにくいのですが、コロナの前から、保健所から指導もあり、餅つきの許可が下りな

くなりました。 

 

（小寺会長） 

そういうことを提案するわけにはいかないので、先にそれを出してもらわないとまずいですね。 

 

（大木委員） 

今年度の公民館の主催事業は中止ですか。 

 

（事務局） 

完全に中止にしているのは、公民館まつりとコンサートです。 

（内藤委員） 

準備に時間がかかるものに関しては、今の状況ではなくて、開催時の状況だから、例えば今みた

いに感染者が少なくなって、やっても良いのではという意見が出ても、２か月前、３か月前に準備

を始めるから、その時の状況を鑑みると、今年は中止ですと言わざるを得ないですよね。公民館の

場合は、市からの指示が強いだろうと思います。「基本的にはやめてください」という言葉の裏に

それを感じます。 

 

（山上委員） 

いずれにしても、前のようなかたちでは、withコロナという世の中になったらそれはできないと

思います。もとどおりにというのは難しいという中で、ではどこまで、どういうかたちで、という

ところを考えていくべきだと思います。できないからやらない、で終わったらそれこそ何もできな

いですが、どうやったらできるかとか、何ができるかを積極的に考えていかないといけないと思っ

ています。たとえそれが無駄になっても、それができるよとなった時にそれを出せば良いので、コ

ロナ前の状況のものしか残ってない状態だと、ゼロから、一からまた考えていかなくてはいけない。

そうなると、ものすごく時間も手間もかかってしまうので、ここからは、どうやったらできる、何

ができるの積み重ねで、それを実施・実践していくしかないと思います。 

 

（小寺会長） 

来年度、「愛の輪」があるかどうかわかりませんが、ある少年野球のサークルの監督さん・コー

チは、そういうイベントがないと困るのだそうです。なぜかというと、愛の輪での売り上げが、彼

らの活動の資金の一つだそうで、そういう場が一切なくなると、結構きついそうです。そういう小
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さいイベントをやり始めないと、大変だなという気がしていますね。愛の輪を小学校ではなくて、

公民館でやっても良いのではないかと思います。 

屋外で実施するイベントは、イメージ的にみんな来るのではないかと思います。そういうことか

らもう一度、地域のつながりを掘り起こすお手伝いにしたら良いのではないかと思います。そうい

う答申であればイメージアップできます。その時に、心配なのが、公民館の事務員が３人から２人

になったとのことで、２人というのは、三井館長と三谷さんで、そういうイベントの時、市からの

応援者というのは期待できるのですか？ 

 

（事務局） 

公民館の主催事業をやるにあたっては、そういった企画や実施をすることをメインにする会計年

度任用職員がおります。 

 

（小寺会長） 

市と鶴嶺公民館（教育委員会）の共催事業であったらどうでしょうか。 

 

（事務局） 

その場合は、応援という言い方になるかわからないですが、市長部局の担当者と一緒に行うとい

うかたちになります。 

 

（小寺会長） 

市の方に、これから公民館事業を復活させるために、協力してよと、そういう言い方でイベント

を開催するんですよ。何かイベントをやるときに、人手が足りないですよ。 

 

（事務局） 

例えば、成人式は、教育委員会の青少年課が担当していますが、当日は、別の課からも応援職員

の協力を受けて行っています。ですので、そういうことを頼むことはできます。他の公民館も、同

じく館長と担当者一人なので、館長は公民館に残ってもらって、担当者だけその日に来てもらうこ

ともできると思います。力仕事が必要な時は、男性職員を呼ぶことも調整できるので、その辺は心

配する必要はあまりないと思います。 

 

（小寺会長） 

そうすると、担ぎ手はある程度いて、協力してくれるサークルさんもいるでしょう。誰を対象に

するかということを、来年度は絞った方が良いのではないでしょうか。 
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（事務局） 

いろいろと皆さんからご意見をいただいたものを一度整理して、必要な統計などをお渡しして、

それからさらにご意見をまとめていくかたちをとりたいと思います。そうするとまた別で、皆さん

が集まる機会を設けさせていただければと思いますが、いかがでしょうか。 

 

（委員のみなさなん） 

前よりは集まりやすくなっているし、３月までがんばりましょう。 

 

（事務局） 

ありがとうございます。 

 

（内藤委員） 

他館の答申では、数字的なものが出ていませんが、前回の鶴嶺公民館の答申は、結構数字やグラ

フが出ています。数字を出していく方向で良いと思います。数字が出ていた方が今の時代、どれだ

け減ってるかというのがわかって、では減ってる部分を挽回するには、ということが言えるでは思

います。数字を出していくというのを、私としては、提案したいと思います。 

 

（山上委員）  

いくつか公民館がある中で、利用者の年齢層は公民館ごとに違うのかなと思うので、鶴嶺公民館

の子どもの利用率などが出れば、その部分をどうしていくかという話に持っていきやすいのかなと

思います。高齢者が多いなら、高齢者の中で、今コロナでサークルも立ち消えになっているところ

や、自粛しているところに対しての、再開に向けてのサポートはどういったことができるかという

情報提供ができるのかなと思います。 

 

（小寺会長） 

 例えば、平成２０年～３０年にかけての動きが 37,000人とか 35,000人ぐらいですよね。このコ

ロナの時は、1,000 人以下かもしれない。それをいかに以前に近づけるかの方策について答申する

となると、作りが見えてきますね。 

 

（内藤委員） 

大変だとは思いますが、データを作っていただければと思います。 

 

（小寺会長） 

今回の場合は、人口推移とか載せず、茅ヶ崎におけるコロナの推移を出しましょう。答申を書く
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時までわかりませんが、順調に減ってきているとしたら、これをそろそろ元に戻していくための答

申にしましょう。利用者をいかに増やすかではなく、元に戻すためのステップはどうしたら良いの

かというのであれば、みなさんの考えがまとまると思います。 

では、今までの話を三井館長なりに受け止めてたたき台を作ってもらって、それに加筆肉付けを

していくかたちにしたいと思います。 

 

（事務局） 

はい。よろしくお願いします。 

 

（小寺会長） 

それでは、その他みなさん何かありますか。 

 

（事務局） 

事務連絡です。 

明日の１１月５日、市役所で、社会教育の研修にご出席される方は、よろしくお願いします。実

は、同じ日に、神奈川県の公民館の連絡協議会があるのですが、明日、県の公民館をとりまとめて

いる団体の研修が、寒川の町民センターであります。こちらは、オンラインになるそうです。内容

は後から配信で見られるようになるということでしたので、そちらの連絡がきましたら、ご案内い

たします。 

 

【次回日程調整】 

１２月１５日（水）９：３０～に決定。 

 

（小寺会長） 

他になければ、以上をもちまして、本日の会議を終了させていただきます。 

どうもありがとうございました。 

 


