
 

 

 

 

別記様式（第４条関係） 

会    議    録 

 

会 議 の 名 称

  

 

令和４年度 朝霞市コミュニティセンター運営審議会 

開 催 日 時 

              午後２時００分から 

令和４年７月８日(金)                             

                   午後２時４０分まで 

開 催 場 所 コミュニティセンター 第１、第２集会室 

出 席 者 

委 員：山下委員、渡辺委員、三浦委員、藤田委員、 

陶山委員、岩崎委員、伊藤委員（名簿順） 

欠席委員 山崎委員、内田委員 

事務局：清水部長、中村所長、矢澤所次長、松本専門員 

    菊入主任 

会 議 内 容 

（１）委員長及び副委員長の選出 

（２）利用状況等について 

（３）その他 

 

会 議 資 料 別添資料のとおり 

会 議 録 の 

 

作 成 方 針 

 □電磁的記録から文書に書き起こした全文記録 

 ■電磁的記録から文書に書き起こした要点記録 

 □要点記録 

 □電磁的記録での保管（保存年限   年） 

電磁的記録から文書に書き起

こした場合の当該電磁的記録

の保存期間 

□会議録の確認後消去 

□会議録の確認後 か月 

会議録の確認方法 

出席者及びコミュニティセンター所長による確認 

そ の 他 の 

必 要 事 項 
傍聴者０人 
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  審議内容（発言者、発言内容、審議経過、結論等） 

１ 開 会 （司会：矢澤所次長） 

 

２ 委嘱状交付 

 

３ 自己紹介 

   各委員・事務局職員自己紹介 

 

４ 議 事 

矢澤所次長： 

 会議前に、本日の会議資料の確認をさせていただく。配布資料は、事前に

郵送で送付させていただいた 

・「会議次第」、 

・資料 1「朝霞市コミュニティセンター運営審議会委員名簿」 

・資料 2－1コミュニティセンター利用状況」 

（令和元年度～令和 3年度） 

・資料 2－ 2「令和 3 年度コミュニティセンター使用料免除回数            

等の調書」 

・本日机上配布した「あさかの公民館」、「あさか公民館ガイド」の以上 6点。 

最初にコミュニティセンターのご説明を簡単に説明させていただく。 

「あさか公民館ガイド」の 3ページ、4ページをご覧ください。 

この施設は、中央公民館とコミュニティセンターの複合施設となってお

り、中央公民館は法律で定められた社会教育施設であるが、コミュニティ

センターは、社会教育の目的よりも範囲が広く、市民の相互交流、文化の

向上等を目的にした施設となっている。3ページ、4ページ、オレンジ部分

の集会室、展示ギャラリー、ボランティアビューロー、3階ホールなどがコ

ミセン部分となり、緑の部分が中央公民館で、ドアの色で区別されている。

以上がコミュニティセンターの説明となる。 

  次に、会議録を作成する都合上発言されるときは、まず挙手をしていた

だき、議長が指名してから発言をお願いしたい。 

 それでは、議事に入る。 

まず、朝霞市コミュニティセンター設置及び管理条例施行規則第 21 条第 1

項に「審議会は、委員長が招集し、その議長となる。」とあるので、委員長に

議長をお願いするところではあるが、本日が改選後、最初の審議会となるた

め、委員長が決定していない状況である。 

なお、今回は審議会の招集にあたり、事務局が代理として招集させていた

だいた。 
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議題 1 の「委員長及び副委員長の選出」については、事務局案として、議

長選出までの間、事務局の中村所長を仮議長とし、進行したいがよろしいか。 

（各委員、異議なし） 

 それでは、中村所長に仮議長をお願いする。 

中村所長： 

 それでは、委員長が選出されるまでの間、私が仮の議長を務めさせていた

だく。 

まず、本日の会議の公開については、本市の「審議会等の会議の公開に関

する指針」により、非公開に該当とする部分はないため、公開することでよ

ろしいか。 

（委員了承） 

それでは、会議は公開とする。傍聴者がいれば、適宜傍聴席にご案内する

のでご了承いただきたい 

（1）委員長及び副委員長の選出について 

中村所長： 

委員長及び副委員長の選出を議題とする。 

事務局より、説明をお願いする。 

矢澤所次長： 

本審議会は、朝霞市コミュニティセンター設置及び管理条例施行規則第 2

0条により「委員長、副委員長を置き、委員長及び副委員長は委員の互選に

よりこれを定める。」となっているため、その推薦をお願いしたい。 

中村所長： 

 事務局から説明があり、委員長は委員の互選となっている。どなたか、推

薦をいただきまして決めさせていただきたい。 

中村所長： 

推薦が特にないため、前回に引き続き渡辺委員を委員長にお願いしたいが

どうか。 

 （各委員 異議なし） 

中村所長： 

御異議がないため、当審議会の委員長を渡辺委員にお願いしたい。 

それでは、規定によりまして、この後の議事進行は、渡辺委員にお願いし 

する。私はこれで仮議長の任を解かせていただく。 

渡辺議長： 

  次に副委員長の推薦をお願いしたいが、前回に引き続き藤田委員を副委員

長に推薦したい。 

 藤田委員： 

  了承。 
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（2）利用状況等について 

渡辺議長： 

それでは（2）利用状況等について、事務局より説明をお願いする。 

矢澤所次長： 

 それでは、令和 3 年度のコミュニティセンターの利用状況について、説明

させていただく。「資料 2－1」をご覧ください。 

年度ごとの比較ができるよう、令和元年度･2年度･3年度の 3年分を掲載して

いる。令和 2年度は新型コロナの緊急事態宣言などで 52日間臨時休館があっ

たため、開館日数は 255日間となっている。 

部屋ごとに順にご説明させていただく。 

まず、集会室について、用途としては、各種団体の会議や講座の開催、また、

公民館サークル等が公民館部分の部屋の確保ができなかった際に代替的に使

用する場合などが主なものとなっている。 

令和 3 年度の利用状況は、集会室１が 7,429 人の利用で、利用率は 44.5％、

集会室２が 7,139人の利用で、利用率は 46.1％となっている。 

次に展示ギャラリーは作品展示会の開催を主な用途としているスペースで、

企業等の健康診断、親子のレクリエーション等幅広くご利用いただいている。 

利用状況は、16,588人のご利用で、利用率は 51.5％となっている。 

最後に 3 階ホールは、市が主催する講演会をはじめ、ピアノやカラオケ、詩

吟などの発表会などにご利用いただいており、10,025 人のご利用で、利用率

は 22.1％となっている。 

以上コミュニティセンター全体では、41,181 人の方にご利用いただき、利用

率は 41.0％となっている。 

資料の「2－2」をご覧ください。 

こちらは令和 3 年度のコミュニティセンター使用に係る使用料免除回数等の

調書であり、使用料が免除される要件としては、市の主催事業や市以外の官

公署が市民の福祉の向上のために使用する場合となっている。 

全体の利用可能回数が 3,388 回、令和 3 年度の利用回数は 1,389 回、利用率

が 41.0％、うち、有料での利用回数が 730回、有料の比率で 52.6％、利用率

ですと 21.5％、免除での利用回数が 659回、免除の比率で 47.4％、利用率で

すと 19.5％という状況である。 

中村所長： 

公民館・コミュニティセンターの使用の内容について説明させていただ

く。職員については中央公民館の職員がコミセンの職員を併任している。事

業については冊子「朝霞の公民館」の中でサイエンスキッズ、こども天体、

さわやか健康教室、悠ゆう大学、人権教育講座、プラネタリウム投映を実施

した。サマーフェスティバルはコロナの関係で 3年ぶりの開催となるが、サ
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マーフェスティバル実行委員会と連携して中央公民館・コミュニティセンタ

ー全館を利用して 8月 27日、28日に実施予定で、委員の皆様にも開催前に

はご案内させていただく予定である。また、本施設は築 38年を経過し老朽

化が進んでいる状況で 3階ホールは今年の秋頃から吊物等の修繕を予定お

り、その間は利用中止となるが皆様の安心安全な施設の提供をするためご理

解、ご協力をいただきたい。 

 渡辺議長： 

事務局の説明が終わり、何か御質問等があるか。 

三浦委員： 

 資料 2－2の中で有料の部分と免除の部分があるが、私どもの AISは半額

免除となっているが、この場合はどちらになるのか。 

中村所長： 

 有料の部分に入っている。コミュニティ協議会に参加されている活動団体

については半額免除となっている。 

中村所長： 

資料 2－1を補足説明させていただく。コロナの影響は令和元年度後半よ

り影響が出て利用者数が 101,137人、令和 2年度は 1年間影響があり 26,01

6人で元年度の約 1/4、令和 3年度が 41,181人で令和元年度の約 40％、公

民館部分についても同じような状況。冊子「朝霞の公民館」の 6ページに公

民館の利用統計が掲載されているが、公民館全館で利用人数が 203,307人、

利用率が 59.4％、令和元年度利用者人数と比較すると 2/3程度の利用とな

っている。 

令和 4年度についても利用団体についても年間 300～350団体が活動され

ているが、団体数は変わっていないが高齢化等で、各団体の構成人数が減少

している状況などの影響もあり、コロナ前には戻っていない状況である。 

藤田委員： 

これからサマーフェスティバルや市民まつりが予定されているが、ボラン

ティアビューローは飲食に関して使用可能となるのか。 

中村所長： 

市民まつりについては、中央公民館・コミセン全館を地域づくり支援課に

貸出しており、ボランティアビューローは地域づくり支援課で自治連の控室

として使用したい要請が来ている。現在の中央公民館・コミセン内での飲食

は水分補給以外の飲食は禁止となっているが、市民まつりについては市を挙

げての事業であり、様々な方の控室となっていることから感染対策を講じた

うえで利用してもらう予定である。秋の事業についても同様の対応を予定し

ている。 
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三浦委員： 

彩夏祭開催時に中央公民館の 1階部分を市民や踊り子さんたちの休憩フ

ロアとして利用してもらうが、飲酒した方が入ってくる場合があるが、公民

館の利用ルールに従ってもらいたいということを公民館側から地域づくり

支援課へ申し入れをお願いしたい。 

 中村所長： 

地域づくり支援課と打ち合わせ時に申し入れをしていきたい。 

 陶山委員： 

  サマーフェスティバルでは茶道で参加していたが、コロナの関係で不特定

多数の方にお茶とお菓子を提供することが難しい。また、高齢化の問題があ

り、皆さんが座って茶道をすることが難しくなってきていること、また人数

や部屋の予約の問題もあり活動回数も減少してきているという状況となっ

てきている。 

三浦委員： 

彩夏祭が 3年ぶりの開催となるが、地域づくり支援課の職員も入れ替わっ

ており、公民館の使い方を熟知している方がいなくなっている状況である。

我々市民からするとうまく施設を使用してほしいと思っているが、事前に地

域づくり支援課に施設をチェックしてもらいたい。 

中村所長： 

 彩夏祭終了翌日の月曜日に定期清掃を入れているが、火曜日から利用者に

貸出する関係でその際に破損等がないかチェックを実施する予定。 

山下委員： 

 利用率を上げる取り組みや、空いている部屋の有効利用するための議論等

はあるのか。 

中村所長： 

 公民館施設について夜間などは空いている状況はあるが、コロナの影響で

事業等も 1/3から半分程度の定員で実施している。空いているから利用を促

すことはコロナの影響から現状では中々言えない状況である。プラネタリウ

ムも定員を半分に減少して実施しているが、事業等の PRをどこまでやって

いいのかを悩みながら実施している状況である。 

渡辺議長： 

  次に（３）その他となりますが委員の皆さんから他にないようでしたら、

これで議事を終了する。あとは事務局の方へお返しする。 

 矢澤所次長： 

 本日頂戴したご意見等については、今後のセンターの運営に反映させてい

きたいと考えている。以上で、令和４年度コミュニテイセンター運営審議会

を閉会する。 

 


