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１＜杉戸町個別施設計画＞

●杉戸町個別施設計画（令和３年３月）抜粋●杉戸町個別施設計画（令和３年３月）抜粋

【基本方針】

〇これまでの町民の学習活動や趣味・生きがい活動などに加えて、地域課題を解決するための学習活動や実践的な取り組み
の拠点としての役割が求められていることから、地域経営の仕組みづくりにあわせ、公民館のあり方について検討します。の拠点としての役割が求められていることから、地域経営の仕組みづくりにあわせ、公民館のあり方について検討します。
〇「地域経営の仕組みづくり」を進めるなかで、コミュニティセンター機能、公民館機能、行政機能などとの複合化を図り、地域
の活動拠点として位置づけ、今後も継続する施設については、予防保全を含む計画的な改修により、長寿命化を図ります。
〇社会教育法の公民館としての位置づけから、より利用しやすい、地域の活動拠点としての施設運営を可能とする「住民セン
ター」（仮称）への移行について検討します。

No 施設名
方向性

方向性

ター」（仮称）への移行について検討します。

※住民センター ＝ コミュニティセンター

No 施設名 方向性
機能 建物

〇
公民館

【共通事項】
継続 ―

社会教育法の公民館としての位置づけから、より利用しやすい、地域の
活動拠点としての施設運営を可能とする「住民センター」（仮称）への移
行について検討。

１ 中央公民館 継続 廃止 旧杉戸小学校跡地有効活用検討事業の進捗にあわせ、他施設への機
能移転と施設廃止について検討が必要。

２ 西公民館 継続 継続 併設している町民サービスコーナーの利用状況を精査し、町民サービス 今回、
コミュニティセンター２ 西公民館 継続 継続 併設している町民サービスコーナーの利用状況を精査し、町民サービス

の向上の観点から今後のあり方について検討が必要。

３
南公民館／

堤郷農村センター
継続 継続

公民館だけでなく「農村センター」としての機能もあることを鑑み、補助金
等の適正化に関する法律との関係を整理し、「住民センター」（仮称）へ
の移行について関係機関と協議が必要。

コミュニティセンター
への移行を検討してい
るのは、

中央公民館のみ。

４
東公民館／

田宮農村センター
継続 継続

「農村センター」としての利用実態に鑑み、補助金等の適正化に関する
法律との関係を整理し、「住民センター」（仮称）への移行について関係
機関と協議が必要。

５
泉公民館／

継続 廃止
「農村センター」としての利用実態に鑑み、補助金等の適正化に関する
法律との関係を整理し、「住民センター」（仮称）への移行について関係

他の公民館については、
「関係機関との協議が
必要」としており、
今後、
よく検討・協議を行って

５
泉公民館／

豊岡農村センター
継続 廃止 法律との関係を整理し、「住民センター」（仮称）への移行について関係

機関と協議が必要。
いくこととなる。
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２＜現状＞

社会教育法において、社会教育法において、

公民館は「住民の教養の向上、健康の増進、情操の純化を図り、生活文化の振興、社
会福祉の増進に寄与することを目的」
と規定されているため、各自治体において、社会教育法に基づく運用がなされている。と規定されているため、各自治体において、社会教育法に基づく運用がなされている。

公民館は、生活のための学習や文化活動の場である。

しかし、公民館の利用にあたっては、無秩序に利用できるものではなく、一定の事業に対し、制限がか
けられ、社会教育法に位置付けられた公民館の目的や性質を没却しないことが重要である。けられ、社会教育法に位置付けられた公民館の目的や性質を没却しないことが重要である。

●社会教育法 （第１章 総則）（第５章 公民館）
（公民館の運営方針）
第２３条 公民館は、次の行為を行つてはならない。第２３条 公民館は、次の行為を行つてはならない。

一 もつぱら営利を目的として事業を行い、特定の営利事務（事業）に公民館の名称を利用させその他営利事業を援助
すること。

二 特定の政党の利害に関する事業を行い、又は公私の選挙に関し、特定の候補者を支持すること。
２ 市町村の設置する公民館は、特定の宗教を支持し、又は特定の教派、宗派若しくは教団を支援してはならない。

そのため、杉戸町では、公民館の利用等に関して、

「杉戸町貸館基準及び判断事例」

を定め、運用をしている。を定め、運用をしている。
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３＜杉戸町貸館基準及び判断事例＞

杉戸町貸館基準及び判断事例（参考抜粋）

具体例 可否 備考

杉戸町貸館基準及び判断事例（参考抜粋）

〇営利関係

事業者が商品を直接販売する ×
営利・宣伝目的の事業は公民館を利用できない営利・宣伝目的の事業は公民館を利用できない

事業者が商品を直接販売しないが、展示・試験・試食等を行う ×

社内会議（販売促進・打ち合わせ） × 雇用促進・福利厚生に当たらないため不可

音楽教室の発表会 〇 無料のものに限る

利用者が事業者をよび、会員に対して商品を販売させる × 販売・購入を目的としているため不可

サークル活動の作品を公民館内で売買する × プロ・アマ問わず公民館内での物品の売買は禁止

〇政党・政治団体・議員の利用

議員による特定の政党又は個人の宣伝 ×
特定政党・個人の利害のみに関わるので不可

一般市民による特定議員の応援会 ×

このように、利用に制限があります。
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４＜中央公民館をコミュニティセンターへ移行＞

（多様化する地域・住民ニーズ）

〇住民ニーズに合った収益性のあるイベント 〇町内の中小企業者による活用
〇プロの料理人による料理教室(有料) 〇参加費を徴収した研修会や講演

などなど

これまでの「生活のための学習や文化活動の場」に加えて、これまでの「生活のための学習や文化活動の場」に加えて、
新たなニーズに対応した、住民にとって、より使いやすい施設へ

今まで公民館で
実施してきた活動は

継続可能

コミュニティセンター

公民館
中央公民館を

コミュニティセンターへ

継続可能 公民館

大きな枠組みでみれば、
このようなイメージと捉えられる。コミュニティセンターへ

※ 施設管理上必要な制限のみを設けより多目的に使える施設へ
・公の秩序を乱すおそれがある。
・施設等を損傷するおそれがある。 など、利用制限、利用規則は最小限にとどめる。・施設等を損傷するおそれがある。 など、利用制限、利用規則は最小限にとどめる。

（期待される効果：利用幅の緩和による効果）
〇稼働率の向上 〇利用対象者の拡大〇稼働率の向上 〇利用対象者の拡大
〇利用者ニーズに合わせた多目的な活動ができる場所へ など
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５＜アンケートと今後の進め方＞

（公民館機能等移行に関するアンケート調査結果）
調査対象 ： 各公民館の利用団体・利用者
調査日 ： 令和３年１月から２月

回答人数 配布数 回収率（％）回答人数 配布数 回収率（％）

５公民館 ７０３ １，７８８ ３９．３

うち、中央公民館 ２２８ ４７３ ４８．２

〇公民館から（仮称）住民センターへの機能移行について ： 中央公民館のみ

項目 人数 割合（％）

賛成 １８０ ７８．９

〇公民館から（仮称）住民センターへの機能移行について ： 中央公民館のみ

賛成 １８０ ７８．９

反対 ２３ １０．１

無回答 ２５ １１．０

合計 ２２８ １００合計 ２２８ １００

（施設機能関係）
・鏡、バー（つかまり棒）の設置

（運用面関係）
・町民の身近な場所での学習機会または町民同士の交流が妨げられる

〇アンケートにおける主なご意見

・鏡、バー（つかまり棒）の設置
・食堂、休憩できるカフェの設置
・トイレの洋式化（ウォシュレットなど）
・Wi‐Fi環境整備
・コロナ対策を万全に

・町民の身近な場所での学習機会または町民同士の交流が妨げられる
・サークル活動が継続できるように
・料金の値上げのないように
・新施設に伴い、料金の値上げは当然（高齢者への配慮は必要）
・物販ができるように・コロナ対策を万全に

・エレベーターの設置 など
・物販ができるように
・一部の方々だけが利用することのないように など

今後においては、上記のような頂戴したご意見等を踏まえ、今後においては、上記のような頂戴したご意見等を踏まえ、
利用料金体系や町内外利用の差別化などを含め、施設計画や運営体系を検討していきます。
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６＜その他、参考＞ （導入例）
（複合施設への導入例）
新たに建設する複合施設の一部に、コミュニティセンターを設置

（既設公⺠館） （複合施設）
１階 or ２階１階

新たに建設する複合施設の一部に、コミュニティセンターを設置

１階 or ２階

多目的室 実習室

１階

事務室・トイレ・階段・ロビーなど
２7０ｍ２

部屋①

１7０m2

５０ｍ2

事務室・トイレ・階段・ロビーなど

点在していた各部屋を
一つの大きな部屋に集約

事務室・トイレ・階段・ロビーなど

多目的室 利用例
部屋②

５０m2

２階

トイレ・階段・ロビーなど

５０m2

部屋③ 実習室
９０m2 ９０m2 ９０m2

※ 点線はパーテーション５０m2 ５０ｍ2

使用目的により部屋の大きさを調整できます。
※各部屋・多目的室・実習室の面積は実際の面積と異なります。
※スケールはフリーです。

使用目的により部屋の大きさを調整できます。
例）囲碁・将棋 ： １部屋（９０ｍ２）

ダンス ： ３部屋（２７０ｍ２） ６


