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平成２６年度第３回府中市文化センターあり方検討協議会 会議録 

 

■日 時  平成２６年８月２８日（木）午前１０時～正午 

■会 場  府中市役所北庁舎３階第一会議室 

■出席者  （委員） 

藤江会長、志水副会長、石坂委員、小島委員、小林委員、 

髙木委員、隆委員、田中委員、谷委員、奈良﨑委員、土方委員、 

丸山委員、宮山委員、山﨑委員、米村委員 

（事務局） 

中川市民協働推進本部長、村越市民活動支援課長、 

岩田市民活動支援課長補佐、山元地域コミュニティ係長、 

望月事務職員 

■議 事  １ 開会 

      ２ 公民館・高齢者福祉館・児童館の管理運営について 

      ３ 視察スケジュール（案）について 

      ４ その他 

■資 料  １ 第２回協議会における各グループから出た意見等について 

      ２ 視察スケジュール（案）について 

■参 考  １ 質問に対する回答について 
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１ 開会 

（会 長）定刻になりましたので、第３回府中市文化センターあり方検討協議会を

開会いたします。 

まず、事務局の方から本日の委員の出席状況などについて、報告をお願

いします。 

（事務局）皆様おはようございます。本日はご多忙のところ、本協議会にご出席い

ただき、ありがとうございます。それでは、事務局から何点かご報告を申

しあげます。 

まず、本日の出席状況でございますが、定数１５名中１５名の委員の皆

様に出席をいただいております。 

続きまして、本日の傍聴ですが、現在までに１名の応募があり、１名の

方がいらっしゃっています。傍聴の許可につきまして、本協議会のご判断

をいただきたいと存じます。 

（会 長）それでは、委員の皆さんにお諮りします。傍聴を許可してよろしいでし

ょうか。 

（※「異議なし」の声あり） 

（会 長）それでは、異議がないということですので、傍聴者の入場を許可いたし

ます。 

（※傍聴者入場） 

（事務局）続いて、資料の確認をさせていただきます。 

まず、１枚目が本日の会議の次第でございます。 

次に、資料１といたしまして、「第２回協議会における各グループから

出た意見等について」が、Ａ４版の両面刷りで６枚となっております。 

次に、資料２といたしまして、１０月７日（火）に予定されております

藤沢市への視察スケジュール（案）がＡ４版の片面刷りで１枚となってお

ります。 

また、参考資料として、「質問等への回答について」が、Ａ４版の両面

刷りで４枚となっております。 

資料は以上でございますが、不足等はございませんでしょうか。 
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事務局からは以上でございます。藤江会長、どうぞよろしくお願いいた

します。 

（会 長）それでは、議事を進めます。前回７月２９日に実施した第２回協議会の

議事録につきましては、事前にご確認いただいておりますが、改めて修正

等でお気づきになることはございますか。よろしいでしょうか。 

（※「異議なし」の声あり） 

（会 長）それでは、第２回協議会議事録として確定し、あわせて議事録及び資料

を、市役所３階情報公開室、中央図書館、ホームページ等で公開すること

といたします。 

 

２ 公民館・高齢者福祉館・児童館の管理運営について 

（会 長）それでは、これより議題に入りたいと思います。議題の（１）「公民館・

高齢者福祉館・児童館の管理運営について」を事務局からお願いします。 

（事務局）それでは、ご説明させていただきます。 

資料１の「第２回協議会における各グループから出た意見等につい

て」をご覧ください。 

第２回協議会のワークショップで出していただきました各グループか

らのご意見などを、事務局でまとめたものとご意見をそのまま箇条書き

にしたものが資料１となっております。 

前回の協議会では、主に「公民館」と「児童館」について話し合って

いただきました。事務局でまとめるにあたり、第１回協議会では種類

（カテゴリー）別に「メリット」「デメリット」などにわけてまとめを

行いましたが、今回のご意見を見させていただくと、「使用料金」と

「使用方法」についてもご意見が多く見られました。 

よって、今回は、「料金に対する考え方」と「利用に関する考え方」

と大きく２つにわけてまとめを行いました。 

１ページ目からは、第１グループから出された意見を、３ページ目か

らは、第２グループから出された意見を、５ページ目からは、第３グル

ープから出された意見をまとめております。 
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６ページ以降は、各グループから出された意見をそのまま記載したも

のとなっております。 

参考資料といたしまして、前回いただいたご意見の中に、ご質問も含

まれておりました。そこで、その回答もご用意しております。 

少しお時間をいただき、質問に対する回答をご説明させていただきま

す。 

（※参考資料の説明） 

（事務局）質問に対する回答は以上でございます。 

前回の協議会において、２回のワークショップを行ったなかで、各グル

ープから出た意見を基に、全体で話し合いを行いたいというご意見がでま

した。 

今回お渡しした資料、及び前回お渡しした資料を基に、皆様で意見交換

をしていただければと思います。 

ワークショップの際も検討していただきましたが、それぞれの施設の管

理運営、また、複合施設としての「文化センター」の管理運営に対して、

コミ協など地域ボランティアの関わり方も含め、ご検討いただけたらと思

います。 

以上でございます。 

（会 長）それでは、これから全体での意見交換を行いたいと思います。 

第１回、そして第２回協議会において、各グループから出た様々なご意

見などがあると思います。そして、事前にそれらをまとめたものを見てい

ただき、さらに各文化センターへ見学も行っていただいたと思います。 

それら全てを踏まえ、全体での話し合いを行いたいと思います。 

（委 員）私の圏域の文化センターは自主グループが多いので、公民館の稼働率が

非常に高く、予約で埋まってしまっており、使いたくても使えない状況で

す。コミ協や学校の事業などは使用料を無料にして、自主グループは有料

にしてもいいと思います。 

（委 員）私の圏域の文化センターも、公民館の利用率は高いです。自主グループ

の予約がぶつからないような工夫が必要なのではないでしょうか。 
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（委 員）無料だからこそ、予約が埋まってしまっているのかもしれません。有料

にすれば、中央文化センターなどの施設がとれないといった問題も解消す

るかもしれませんし、無料団体、有料団体の間でも公平感が出ます。財政

面を考えても、低額でも使用料を徴収すべきだと思います。 

（委 員）自主グループが無料という基本的な考え方といいますか、何故そもそも

無料なのですか。 

（事務局）公民館は社会教育法、公民館条例に基づく施設で、条例の中で原則無料

で利用できる施設となっております。 

（委 員）無料団体である自主グループが中心に施設を使用していますが、有料に

すれば自主グループ以外の団体の使用も増えるのではないでしょうか。こ

うした事で稼働率を上げていく取組みも大事だと思います。 

（委 員）現在、財政難の状況で、市川市などは市内公共施設の使用料を値上げす

るという報道がありました。府中市も使用料を徴収したほうが良いと思い

ます。 

（委 員）使用料をとっても稼働率が下がるわけではないと思うので、有料化して

もいいのではないでしょうか。 

（委 員）自主グループと未登録団体の利用の公平性ということで考えると、使用

料を考慮に入れなくても、早い者勝ちで予約を取る方法だと結果的に公平

性が担保されていないという部分があると思います。例えば、利用時間の

ゾーンを午前、午後、夜間にまとめるのでなく、もっと細分化することで、

より多くの団体が利用できるようになるのではないでしょうか。 

（委 員）現状、無料で使用できる状態であるというのは、市民活動を推進するう

えで大事なことだと思います。昨今の財政状況を考えると有料化するのは

仕方のないことかもしれませんが、例えば、新たに活動を始める団体のた

めに最初の１回の使用を無料にすることで、新たな市民活動が生まれると

いうこともあると思います。市民活動の場を提供してあげるというのも大

事な考え方です。 

（委 員）自主グループの高齢化が進んでいて、会員が脱退することによって自主

グループの登録用件である会員１０人以上という条件を満たせなくなり、
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登録を廃止する団体が増えている印象があります。自主グループの登録用

件を緩和することも検討が必要ではないでしょうか。 

（委 員）私の文化センターでは、文化センターが建設された当時は自主グループ

が多くあったのですが、駐車場が少ない、部屋数が少ないといった理由か

ら、自主グループが減少していった経緯がありました。中央文化センター

のように市民が集まりやすく利用率が高い施設だけでなく、利用者が集ま

りづらい施設もあるので、利用団体を増加させるために自主グループの登

録要件を弾力性のあるものに変える必要があると思います。 

（委 員）自主グループを増やすのも大事ですが、団体が増えることで、利便性が

高い中央文化センターや片町文化センターの予約が集中してしまい、圏域

のその圏域の団体が使えない状態になってしまうのは困ります。 

（委 員）テニスコートの予約の仕方は抽選です。文化センターの予約も早い者勝

ちで予約できるシステムではなく、抽選のシステムを導入すべきだと思い

ます。 

（会 長）公民館の使用料の話が多く出ているようですが、高齢者福祉館、児童館

についてはどうでしょうか。これまでのグループワークでは、高齢者福祉

館では利用料を徴収する、児童館は子どもが使う施設なのでこれまで通り

無料とする、という意見が多かったようですが。 

（委 員）児童館については、子どもから使用料を取るわけにはいかないので、無

料で利用してもらうべきだと思います。 

     高齢者福祉館は、受益者負担の観点から浴場は有料にしても良いのでは

ないかと思います。 

（会 長）利用の仕方、利用方法という部分ではありますでしょうか。 

（委 員）児童館に関してですが、遊戯室を使用するときに子ども達が利用台帳に

名前を記入するようになっていますが、全員の子どもが台帳に名前を記入

しておらず、台帳上の人数と実際の利用人数に乖離がみられるそうです。 

     また、現在、遊戯室には卓球台などが設置してありますが、子どもがゲ

ームばかりやっているなど、本来用意してある設備を使っていない傾向が

あるので、利用者数を増やしたいなら児童館の設備、備品を見直すことも
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必要ではないでしょうか。 

（委 員）私は週に１回、土曜日の午前中に児童を集めて面倒を見ているのですが、

子どもを見守る立場である大人が遊戯を考えて、子どもが飽きないように

遊ばせています。遊戯室にも児童館指導員の方々がいますので、どういう

遊びをさせたいかを考えながら指導しないと、やはりゲームや携帯で遊ん

でしまいます。 

（委 員）事務局の方で、児童館を利用する子ども達にアンケートをとる予定があ

るということでしたが、そういった取組みのなかで、利用者からのニーズ

を調査するのはいいことだと思います。 

（委 員）子どもの見守りという意味では、児童館指導員だけではとても面倒を見

切れません。文化センターを利用している地域の大人が声がけをするとい

ったことも必要だと思います。 

（委 員）文化センターを見に行ったのですが、卓球をやったり、ゲームで遊んで

いたり、いろいろな遊びをやっていました。ゲームについては、児童館と

いう場に来て友達と遊ぶのなら、１つの利用方法ということでいいのかな

と。現代の子どもからゲームや携帯を取り上げるのは難しいかなと思いま

す。 

（委 員）目的を持って児童館に来ているので、その場にいる間はそこに用意され

ている遊具を使って遊ぶべきだと思います。 

（委 員）例えば、卓球台を遊具として用意しているのであれば、卓球の楽しさを

どう伝えていくのか、あるいはそれを見ている子ども達をどう巻き込んで

いくのか、というのは難しい部分だと思います。それぞれの育ってきた背

景、時代によって、どのように遊んでもらえばいいのかは様々な意見があ

ると思いますが、ゲームだけを目的に遊びに来るというのは本来の目的と

は違ってきてしまう気がするので、引き続き検討が必要かと思います。 

（会 長）残り時間が少なくなってきたのですが、最後に各委員から、これまでの

議論や文化センターへの見学等を踏まえたうえで、公民館、高齢者福祉館、

児童館の管理運営についての意見、感想、強調したいことなどを聞いてい

きたいと思います。 
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（委 員）児童館に関しては、先ほども意見が出ていましたが料金は取らないほう

がいいと思います。 

高齢者福祉館については、浴場に関してはメンテナンス等の維持管理費

を考えた場合、必要ないのではないかと考えます。健康コーナーのマッサ

ージ機なども必要性は感じられません。大広間で囲碁、将棋、カラオケな

どを行っておりますが、多少なりとも使用料を徴収していいのではないで

しょうか。 

公民館についても、今後は使用料を徴収すべきだと思います。 

（委 員）私も基本的に有料化が必要ではないかと思います。ただ、先ほども申し

ましたが、子どもに関する部分、児童館に関する部分は従来どおり無料で

開放するべきだと思います。 

公民館は自主グループの予約が殺到してしまい、中央文化センターなど

では施設が予約しづらいという話がありましたが、コミ協などでも自主グ

ループの存在は大きなものですし、自主グループの活動は文化センターの

活性化に必要なものなので、大事にしていただきたいと考えております。 

（委 員）やはり受益者負担という部分を考えると有料化はやむを得ないことだと

思います。ただ、有料化によって新たな市民、市民団体が活動に参加しづ

らくなるような施設になってはよくないと思いますので、最初の １回は

無料とするなどの配慮が必要ではないでしょうか。施設がどういう意味合

いで設立されたかということを考慮すると、市民が公平に利用の機会が与

えられるための方策を考えることが必要ではないかと思います。 

     児童館に関しては、児童館に遊びに来る子どもたちは遊戯のために来て

いるので、遊び方を指定しなくてもいいのではないかと思います。施設を

利用していただく立場に立って、市民目線で運営を考えることも大事では

ないかと考えます。 

（委 員）施設の使用料については、既に意見が出ておりますが、私も有料化する

べきだと思います。特に浴場については、相応の受益者負担を設定する必

要があるように思います。 

公民館を利用する自主グループについても、全く無料としているのはど
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うかと思います。使用料を徴収してもいいのかなと思います。そうしないと

自主グループとその他の団体で公平性がないと思います。 

また、交通の利便性のいいセンターとそうでない施設があり、施設利用が

偏ってしまうということがあるので、地域性を考えて登録要件などを見直

すということも必要ではないかと思います。 

（委 員）稼働率の平準化という話がありましたが、１１館の施設の規格を一定に

して欲しいです。施設の規模がセンターによって違うと、あるセンターに

予約が殺到してしまい、他の施設が空いているのに使用されないというこ

とになってしまいます。 

自主グループはコミュニティ協議会の成り立ちを考えると、自主グルー

プが減っていってしまうと協働というものがやりづらくなってしまうと

思いますので、増やしていくための工夫が必要ではないでしょうか。 

     高齢者福祉館についてですが、防災の関係で浴場なども必要かなと思っ

たのですが、そういったことも市民レベルで考えていかないといけないな

と思いました。 

     児童館についてですが、私の文化センターでは多くの子ども達が走り回

っています。子どもの居場所作りという大事な意味を持っていると思いま

すので、これからも継続して検討していく必要があるのではないかと思い

ます。 

（委 員）児童館については無料でいいと思います。 

公民館については、学校関係やコミュニティ協議会は無料でも、他の団

体から受益者負担という観点から使用料をとったほうがいいと思います。 

高齢者福祉館についても、浴場やカラオケは有料にすべきだと思います。 

（委 員）児童館については、子どもが使うので無料のままでいいと思います。 

高齢者福祉館については、私の文化センターでは地域包括支援センター 

が週３回ぐらい使っていて、ほとんど使えません。地域包括支援センターが

使ってない時間帯でカラオケなどの使用をＰＲして利用率をあげていくべ

きではないでしょうか。 

（委 員）私の圏域の文化センターは圏域が広いので、稼働率はそこまで高くあり
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ません。文化センターが地理的に遠くてなかなか足を運べないという方々

の事も考えていかなくてはと思います。また、今後自主グループの利用を

有料とするのであれば、団体の自主財源、歳入という面でも考えていかな

くてはいけないと思います。 

（委 員）生徒、児童が利用する児童館は別として、使用料の有料化ということが

大前提なのかなと思います。私の地域では、人口がここ数年非常に増えて

おり、今後施設の使用が増えると予想されますが、各自治会が所有してい

る公会堂などもうまく活用して、文化センターのカバーを出来るような形

にすれば、より一層施設を有効に使えるのではないかと考えます。 

（委 員）文化センターはいろいろな世代の地域の人たちが集まれる施設になると

いいなと思っています。文化センターは公民館、高齢者福祉館、児童館な

どの施設が設置されていますが、それぞれが区分けされています。大広間

などは、児童館としても使える、公民館としても使える、といったように、

施設ごとに機能を区切るのではなく、全ての世代の人が使えるような部屋

にすればもっと地域の方が利用してくれるような施設になるのではない

かと思います。私の圏域の文化センターは児童館としての施設が遊戯室の

１部屋しかありません。夏休みなどは比較的幼い子どもから小学校高学年

ぐらいの子どもも遊びに来ます。子どもが高齢者福祉館である大広間など

で遊ぶことが出来れば、より多くの子ども達が遊べます。また、児童館指

導員が少ないという話がありましたが、高齢者に子どもの面倒を見てもら

えば、その問題も解決するし、世代間の交流も活発になると思います。自

主グループの話も出ましたが、登録している団体が施設を使えるといった

ことではなく、地域の人が誰でも使える、参加できるような施設になった

らいいと思います。 

（委 員）受益者負担という考えから使用料の徴収は必要だと思います。浴場の意

見が出ていますが、使用者が固定化しているかなという印象があります。

最初に高齢者福祉館、浴場を設置してから３０年以上前の府中市の住宅事

情から考えて、もう公共施設に浴場を設置しておく意味はないのではない

かという意見を持っております。廃止ということも視野に入れて、見直し
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を考えてもいいのではないでしょうか。 

（委 員）公民館の利用についてですが、私の圏域の文化センターでは、駅からも

近いので、利用者が非常に多いです。公民館は自主グループの予約でほと

んど埋まっており、有料団体が予約しづらい状況です。自治会の所有して

いる公会堂を有効に活用するというのも必要なのではないでしょうか。 

     高齢者福祉館については、使用者の間でいろいろな問題が起きています。

浴場も狭いですし、マッサージ機も３台しかないので、使用者の間で喧嘩

になったり、利用者が体調を崩して救急車を呼んだりすることもあります。

こういった状況もありますので、昔ならともかく、現在は自宅にお風呂が

あると思いますので、行政がここまでのサービスを提供しなくてもいいと

思います。 

（委 員）児童館の関係ですが、児童館の指導員と子ども達が作った工作物を置い

て帰るといったような問題もあるそうです。子ども達の利用の仕方につい

ても、先ほどゲームの話が出てきましたが、指導の仕方に検討の必要があ

るような気がします。 

     自主グループの公民館の利用については、先ほど話に出ていましたが、

早い者勝ちの施設予約の仕方を改善し、抽選という考え方はいいなと思い

ました。 

（委 員）公民館については、自主グループ、登録団体に係らず、全ての団体から

公平に同一基準で使用料を徴収するということで皆さんの意見と変わら

ないです。 

     高齢者福祉館については、有料にする、有料化が難しいようなら廃止も

検討したらどうかという意見もありましたが、いずれにしても有料化が前

提ではないかというように思います。カラオケ等に関しても使用料を徴収

するといった形が望ましいのではないでしょうか。 

     児童館に関しては、稼働率をあげる目的で、けん玉教室や将棋教室、囲

碁教室などを開催し、老人会やコミュニティ協議会などの有志で子ども達

に教えるというような活動も必要かと思います。先ほど子ども達がゲーム

ばかりしているというような話が出ていましたが、昔の古い日本の遊びを
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教えてあげることも大事です。そういった催しを行うことで、結果的に稼

働率が上がってくると思います。 

     陶芸窯に関しても一般の高齢者福祉館を利用しているような高齢者の

方の中にも利用したいと考えている人がいるかと思います。そういった人

達にも広く使用していただいて、陶芸サークルの方が初心者の方に教えて

あげるといった活動をすることで、せっかく設置している陶芸窯の利用率

も上がってくると思います。 

     料理講習室の利用につきましては、男性をターゲットとして男の料理教

室を開催したり、高齢者向けの料理教室を開催したり、団体ではなく一般

の地域の方が料理を始めるきっかけとなるような催しを開催してみたら

いかがでしょうか。また、指導する方もコミュニティ協議会の地域の方な

どにお願いして、一般の方にも開かれた文化センターの利用をしていただ

くような方針を考えていくべきだと思います。 

 

３ 視察スケジュール（案）について 

（会 長）それでは、議題の（２）「視察スケジュール（案）について」を事務局か

らお願いします。 

（事務局）それでは、ご説明させていただきます。 

資料２の「視察スケジュール（案）について」をご覧ください。 

１０月７日（火）に予定されております神奈川県藤沢市への視察スケ 

ジュールを記載しております。 

長後地区は、現在でも歴史情緒あふれる街並みを残しており、これま

で長後を育んだ歴史・文化を継承しながら、地域が一体となりまちづく

りに取り組んでいる地区となります。 

鵠沼地区の特徴は、藤沢市１３地区の中で、最大の人口を有する地区と

なっております。 

視察の予定時間は、各地区１時間から１時間３０分を見込んでおりま

す。集合は、８時４０分に市役所西玄関でお願いします。帰りにつきまし

ては、１７時に市役所へ到着予定とさせていただきます。 
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以上でございます。 

 

３ その他 

（会 長）それでは、議題の３その他につきまして、事務局からお願いします。 

（事務局）それでは、次回協議会の日程のお知らせを行いたいと思います。 

次回の第４回協議会は、１０月７日（火）、神奈川県藤沢市への視察と

なります。集合時間などは別紙に記載されているとおりでございます。午

前中に１か所、午後に１か所、計２箇所の地区（郷土づくり協議会）を視

察したいと思います。 

次に第５回協議会は１０月２８日（火）の午前１０時から、北庁舎３階

会議室での予定となっております。 

以上でございます。 

（会 長）それでは、第４回の協議会は１０月７日の視察となりますのでご協力を

お願いいたします。 

以上をもちまして、平成２６年度第３回府中市文化センターあり方検

討協議会を閉会いたします。お疲れさまでした。 


