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平成２５・２６年度 第７回公民館運営審議会 会議録 

開催日時  平成２６年９月２２日（月）午後１時３０分から３時３０分 

 

開催場所  高崎市吉井公民館  講堂 

 

議題    １ 吉井公民館の現状と課題について 

      ２ 平成２５・２６年度答申審議 

      ３ 専門委員会の設置について 

 

公開・非公開区分  公開 

 

出席委員（１８人） 

今井敏彦委員 ・竹内歳雄委員 ・広瀬雅美委員 ・樋口克己委員  

荻原馨委員  ・小屋美香委員 ・綾部園子委員  ・熊倉浩靖委員  

吉原美那子委員・根岸赴夫委員 ・関正委員   ・町田俊雄委員 

坂井義枝委員 ・新井實委員  ・岸敏郎委員  ・新利恵子委員  

樫田のり子委員・渡辺秀子委員 

 

欠席委員（２人） 

   吉村晴子委員 ・石井茂委員   

 

成立 高崎市公民館運営審議会規則 第４条第２項による 

 

事務局出席者 

   中村仁寿社会教育課長・矢島繁中央公民館長・杉本曉吉井公民館長 

小野勝久館長補佐・櫻井衛次長・黒崎安則次長・横尾律男次長 

堀口徹次長・樋口亮一次長・大野雅美主査・原いずみ嘱託職員 

 

傍聴定員  ５人 

 

傍聴者数  １人 

 

所管部課名 教育部高崎市中央公民館 
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平成２５・２６年度 第７回公民館運営審議会 議事録 

 

議事 

１ 吉井公民館の現状と課題について 

会長：  吉井公民館の現状と課題について、吉井公民館長さんからご報告いただきたい

と思います。 

 

吉井公民館長：お世話様になります。吉井公民館の杉本でございます。よろしくお願いい

たします。本日は、吉井公民館にお越しいただきまして、ありがとうございます。

吉井公民館の事業実績等は配布させていただきました「平成２６年度高崎市吉井

公民館事業案内」をご覧いただきたいと思います。ここでは、吉井公民館の現状

と課題につきましてお話しさせていただきます。 

     吉井町は平成２１年６月１日に高崎市と合併しました。吉井地域は３６の町内

会で構成されおり、面積は５８．３５平方キロメートル、人口は平成２６年８月

末現在で２４，７５８人です。吉井地域の中心に位置している吉井公民館は、昭

和４２年に建設され、昭和４３年より運営されております。施設は、ほぼ当時の

ままです。現在は、周辺文化施設と連携しながら、地域の生涯学習の支援及び地

域づくりのための地域活性化に向けた事業を推進しているところです。 

現在職員体制は４名で、正規職員は１名、主に講座等の運営を担当し、週３日

勤務の非常勤嘱託職員が２名、１日５時間勤務の臨時職員が１名です。平日の夜

間及び土日の貸館業務は、高崎市シルバー人材センターに委託しております。ま

た、施設建物の清掃等については、月水金の各１時間ずつ高崎市シルバー人材セ

ンターにお願いしており、トイレ等の清掃等は私が出勤後行っています。 

主催講座は、主に平日の午前及び午後に実施するものですから、講座の内容に

もよりますが、参加者の固定化が見られます。６０歳前後の女性の方が主流とな

っております。また、吉井公民館には調理室を設置していないため、吉井保健セ

ンター及び吉井物産センターの調理室を借りて、年に数回実施しております。吉

井公民館も利用者数の減尐がみられます。これは若干のサークル数の減尐及び構

成員の高齢化に伴う現象と推察されます。また、旧高崎市では１小学校区１公民

館の設置ですが、吉井地域には、小学校は７校ありますが、公民館は吉井公民館

１館です。また、町内には５５館の町内公民館があり、それぞれ独自に活動を行

っております。 

以上課題はいつくかありますが、公民館は誰もが自由に集える場であると考え

ており、オープンな雰囲気を創造しつつ、新規開拓を模索しながら、現状の職員

で吉井地域の生涯学習の推進及び地域活性化のため、日々努力しているところで
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す。 

 

会長：  館長さんからお話があったことに対し、確認をしたいことや感想がありました

ら忌憚なく、発言いただきたいと思います。 

 

箕郷地区選出委員：箕郷町は平成１８年に高崎市と合併しましたが、町民の方は合併前後

で、公民館の運営に非常に戸惑いがありました。吉井地域は合併後５年が経過し

ていますが、吉井地域の方の公民館に対する意識はどのようなものでしょうか。 

 

吉井公民館長：合併前、職員数は今より多く、事業等も多かったのですが、現在は職員数

も減尐しています。公民館利用者は吉井公民館近辺の方々、または交通手段のあ

る方が主となっております。 

 

会長：  箕郷地区選出委員さんがお聞きになりたかった内容は手続きの問題等も含めた

ものであったと思うのですが、その辺はいかがですか。 

 

箕郷地区選出委員：箕郷町の場合も地域の方の戸惑いがありました。具体的な例をあげま

すと、施設を借りる時、旧箕郷町では、良く言えば住民のことをよくわかってい

る、悪く言えば馴れ合いのような感じで、当日でも部屋が空いていれば貸してい

ただけましたが、合併後はそのようにはいきません。私も当時、委員をしていま

したが、住民からは借りにくくて仕方ない、合併前の方がずっと良かったという

話を聞きました。 

 

吉井公民館長：吉井公民館は１か月前から予約を受け、当日でも空いていれば使用可能と

なっておりますので、利用される方には不便はおかけしていないと思います。 

 

吉井地区選出委員：私も合併前まではこちらをお借りして勉強会などで、お世話になって

いたのですが、構成していた人達がだんだんと年齢を重ねたりしたこともあり、

活動がなくなってしまいました。それ以来、定期団体利用としては、お世話にな

っておりません。公民館の活動については、私の子どもや孫たち、回覧板で知ら

されております。興味のある方はいつでも参加させてもらい、合併後も活動がで

きるのは嬉しいと聞いております。ただ、お手洗いなど、施設自体が他の地域に

比べ老朽化しているので、改善できたら、もっと利用者が気持ちよく使える公民

館になると思います。職員の方はとても親切で、地域のことをよく知ってくださ

っている方が多いので、利用者としても使い易いと伺っております。 
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会長：  いろいろ議論はあると思うのですが、２つ問題点があって、１つは合併によっ

てどのような問題が生じたか、それに対し、フォローなり改善がどのように進め

られたかという検証がきちんとできているのか、吉井地域だけでなく、箕郷、倉

渕、榛名の場合、それぞれを確認しておくことが今回の答申にとても重要だと思

います。２つ目は合併に伴い、公民館と言うより、文化協会や定期利用団体の扱

いが変わったために、手続きが非常に難しくなってしまった面があるようです。

群馬地域で、山村暮鳥先生の生誕１３０周年記念事業が行われましたが、高崎市

文化協会群馬支部は、非常に工夫した形で活動を進められました。文化協会を社

会教育関係団体と市民公益団体の両方に登録し、使い易い仕組みを住民側が苦労、

ある意味工夫され、クリアしているという問題もあります。合併に関わってきた

経緯を申しますと、１つの制度に整えたいという思いのあまり、各公民館と繋が

っていた市民団体の流れをそのまま維持しないで、文化協会は文化課が担当とい

うことで、いろいろな手続きの不具合が生じたのは確かだと思います。それを高

崎市側がきちんと反省できているかどうかというのは、議会の方でも確認をして

いただきたいのですが、住民側が努力をして解決はしているが、制度としてきち

んと解決できているかどうかは私も確認はできていません。現在でも戸惑いがあ

るのも事実だと思います。 

もう１つは、吉井町は他の地域で言う町内公民館５５館、全てを条例で地区公

民館に位置づけていました。高崎市では町内公民館へ職員の派遣はできないので、

地区公民館から外しました。そのため、この公民館だけが高崎市公民館条例によ

る公民館になったという大きな変化があり、今、吉井町の多くの方々は旧地区公

民館、他の地域で言えば、町内公民館、集会所、住民センターなどを使って活動

されていることもあり、その分、人数が減尐しているという事実があるかもしれ

ません。これはとても大きな問題で、今後も職員は派遣できないし、市は十分な

お金は出せないが、町内公民館、集会所、住民センターを、全体の中で再度、位

置づけし直し、市民が学びを通して、地域活動、絆を作れる形にできるかという

ことは、大きな課題であろうと思っております。今日の午前中に、箕郷地域の生

涯学習推進員さんと座談会をしてまいりました。半月前には榛名地域、２か月ほ

ど前には吉井地域の推進員さんと行いました。それぞれ地域の特色があるのです

が、箕郷地域は非常に理想的な形で進んでいることがよくわかりました。３小学

校区の９人の推進員さんが皆顔見知りで、一緒に会議をし、一緒に事業を進めて

いました。公民館と非常に良い関係ができています。箕郷地域は、最初の戸惑い

から、住民が工夫して解決していった形であると思います。特に象徴的なのは、

箕郷地域の公民館長は地区から選ばれていいます。吉井公民館、榛名公民館、新

町公民館のような中規模公民館では、職員または職員ＯＢが館長になるのですが、

箕郷地域は、他の地区公民館と同様に、地域の方から館長が選ばれています。そ
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のことも良い工夫になっていると思いますので、それは共有しなければならない

課題と思っています。箕郷地域は戸惑いの中で大きな成果を上げていることが確

認できました。 

 

榛名地区選出委員：合併後、人員が減り、予算も減りました。これはやむを得ないとして

も、管轄が文化課になってしまったために、公民館で事業を実施する時、榛名文

化会館（エコール）のホールなどが自由に使えなくなりました。有料で借りるこ

とになり、音楽会は年１回開催のみとなりました。榛名地域には地区公民館は１

館しかありませんので、利用者が高齢化により、だんだん通えなくなってしまう

という現象は続いています。そのため、町内公民館が活用されているのかと思い

ます。ですから、町内公民館をうまく活用していく方法をこれから考えていくこ

とが有効であると思います。例えば、町内公民館での事業のあり方について、館

長さんに集まってもらい、講習を行うような方法を考えていかなければならない

と思っております。 

 

倉渕地区選出委員：倉渕村では文化協会に入っていると役場のマイクロバスが無料で視察

研修に使えましたが、合併と同時に使用できなくなりました。その後、中学校の

部活動、区長会等の公のものについては特例で許可をもらいましたが、公民館の

活動については使用できません。また、公民館の事業が忙しい時に支所の公用車

を借りることがありましたが、借りられなくなりました。今は高齢化が進み、公

民館事業の指導者が、例えば書道のグループの１つでは、先生が高齢になって来

られないので、書いたものを送って、見てもらっているという状況です。指導者、

受講者ともに高齢になってきたということです。今、一番盛んなものは、いきい

きサロンです。それは私の地区では毎月１００円で、現職の民生委員やそのＯＢ、

区長が行っています。ボランティアですので、大体半日ですが、おきりこみやそ

ばを作り、生き生きとしてやっています。わざわざ公民館に行かなくても、地元

であれば役員が送迎をしてくれます。非常に喜ばれています。 

 

会長：  確かに合併により、制度を均一にする、公正を保つという中で、必ずしも地域

住民の暮らしや課題に合う形で解決されなかった問題となって、それをそれぞれ

の地域で解決はしてきてはいるが、その現状を確認した上で、今後、公民館、あ

るいは町内公民館、その他の施設を含めて、住民の活動や課題解決に、公の施設、

言わば準公の施設をどのように使っていったら良いのか、その時に規制的な部分

についてはどこを改善する必要があるかということを整理しておかなければいけ

ないということです。 
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新町地区選出委員：新町地域は特にありません。よく利用されており、どんどん受け入れ

ていることも大事なことかもしれませんが、中身を考えていく必要があると思い

ます。 

 

群馬地区選出委員：中央の公民館がなくなって、ソシアスになりましたが、利用は多いよ

うです。それぞれの公民館につきましては、多尐申請等で変わったところもある

ようですが、多く使われているようです。 

 

ユネスコ協会選出委員：吉井公民館の活動は回覧板で各町内に流れており、私は吉井町に

住んでいますので、活動内容は良く分かります。参加し易いと言うか、意欲のあ

る方は参加できるような感じです。合併した町村の状況により、公民館の立ち上

がり方が異なります。吉井町は比較的指導的な立場の吉井公民館があり、町内公

民館は別という感じでした。町内公民館は予算の関係で、印刷物を町内に回すよ

うなＰＲはできませんが、１小学校区１公民館の流れの中で、吉井公民館の今ま

での伝統ある流れと、これから後についていく小学校区の７公民館が各町内公民

館、小学校区によって３館以上あると思うのですが、それをうまく束ねていくこ

とが求められていると思います。高崎市が推進している地域づくり活動協議会の

活動が全部の小学校区の中の公民館の活動も束ねるような形で動いておりますの

で、それが１つの光なのかなと思います。それから新築の建物でなくても良いが、

小学校区内の１公民館を地区公民館と位置づけていけば、吉井地域も７小学校に

７公民館となります。そして、吉井公民館がその中で主導的な立場をとる形にな

るのかと思いました。 

 

吉井公民館長：町内公民館が吉井地域には５５館ありますが、吉井公民館と町内公民館と

の繋がりは薄いのが現実です。１小学校区１公民館については、新たに公民館と

呼ばれるものを作っていただいて、それぞれの地域で生涯学習を進めていただけ

れば一番良いのではないかと思います。 

 

小学校長会選出委員：地域の人は地元密着型で身近にある公民館が利用し易いと思います。

この間も地域づくり活動協議会の会議が岩平小学校のすぐ裏の公民館であったの

ですが、館長さんのお話の中で繋がりが薄いということですので、良いパイプが

できて、地域の方からこのようにしたら活動し易い、このように利用できるなど、

繋がりがうまくできれば機能的に良い方向に進むのではないかと思います。 

 

市議会選出委員：吉井公民館長にお聞きしたいのですが、町内公民館５５館は地域を全て

網羅しているのですか。 
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吉井公民館長：３６町内がありますので、多いところは１行政区あたり５館あるところも

あります。 

 

市議会選出委員：そんなにあるのですか。それはどのような経緯でそのようになったので

すか。 

 

吉井公民館長：詳しいことはわからないのですが、合併前からその様です。 

 

市議会選出委員：旧高崎市街地にも町内公民館はあるのですが、町内公民館がないところ

もあります。根本的な問題というか、現状がどうなっているのかと思いました。 

 

吉井公民館長：吉井地域は、尐なくとも１館はあります。町内公民館長さんは区長さんが

兼務されているところもあります。 

 

市議会選出委員：旧高崎市街地の場合は区長さんとは別の町内公民館長さんがいます。 

 

会長：  かなり狭い範囲で使っている公民館もあります。 

 

吉井地区選出委員：私は吉井町の４区に住んでいますが、町内公民館の活動がとても活発

です。２か月に１回公民館便りを発行して、実施したもの、予定、日にち、参加

人数も入れて回覧板で配布しています。そして、こちらの公民館と同じように、

使用後に使用届を書いています。調理室はありませんが、ガスはありますので、

お料理教室もでき、歌、いきいきサロン、育成会の活動、お祭りを行っています。

お祭りについては全ての行事を育成会や他の団体を交えて行っております。区長

さんが館長さんですが、いわゆる地域の三役の方がそれぞれ役員になっておりま

す。町内公民館の運営委員会が開かれているそうです。そのような地域の公民館

の活動が多いと聞いております。 

 

会長：  町内公民館を旧吉井町ではきちんと条例で位置づけていました。その成果を行

政は引き取らなかったが、地域住民が継承してきたということです。これは、ま

ちづくりのあるべき姿だと思います。その中で、今度はまとまりの大きい、東西

のコミュニティセンターとかで活動できると、もっと多層的で良い状況が生まれ

るかもしれません。いろいろな所へ行き、座談会で、生涯学習推進員さんの意見

を聞いて来るのですが、それぞれの地域が持っている今までのまちづくりの歴史

が住民の中にきちんと伝わっていて、吉井は吉井、箕郷は箕郷、榛名は榛名らし

い、新町、群馬、倉渕の形が徐々に出て来ています。逆に今度は旧の中心と言わ



8 

 

れている大高崎は、それぞれの地域が持っているそのような豊かさを持ってきて

いるかと言うと、周りの地域を回ってみると反省することも随分ありそうです。 

 

公募委員Ａ：この１年間、利用者に聞いてきたのですが、もっとオープンに使わせてもら

いたいという意見がありました。申請する時に毎月１日に行かなければならない

のが大変なので、１年契約や更新ということはできないのか。また、お金を払っ

てでもコピーを使わせていただきたいという願望がありました。 

 

会長：  住民のための施設なのに、管理や制度が先行して、住民自身が使い易くなって

いないという面があれば、是正していかなければなりません。 

 

公募委員Ａ：公民館でお金を預ることができないのであれば、１０円でできるところを５

円で何枚か出来るようにして、貯まったお金は地域のために使うとか、寄付をす

れば良いのではないかという意見もありました。 

 

新町地区選出委員：新町地域では、コピーを公民館でできることになりました。町内公民

館で、いきいきサロンを行っており、民生委員さんが中心に進めています。外か

ら指導に来てもらったり、地区人材を活用し、体操、栄養のことを学んだり、演

奏してもらったり、皆で一緒に歌ったり、いろいろ盛んに行っています。 

 

中央公民館長：公募委員Ａさんからいくつかご提案いただいた件ですが、オープンでない

というのは職員側の対応もあると思いますので、それは十分に気を付けていきた

いと思います。サークルの方が年間予約することですが、公民館は公共的に利用

することが大きな目的であります。地区公民館は利用する日の１か月前から予約

ができる、中央公民館のホールは６か月前、その他は２か月前からという規定を

設けています。広く、皆が使えるようにしてほしいという意見もございます。コ

ピーにつきましては、厳しい予算の中で運営していますので、吉井公民館は行っ

ていますが、原則コピーは行っていません。 

 

吉井公民館長：吉井公民館では定期利用サークルのみですが、１枚１０円でコピーを行っ

ています。また印刷については、用紙を持ってきていただければ無料で行ってい

ます。 

 

中央公民館長：印刷は他の公民館でも、紙を持って来れば行えることになっております。

なるべくサービスが落ちないよう、全市的に考えていかなければいけないことで

すので、具体的なお答えはできないのですが検討していきたいと思っております。 
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新町地区選出委員：使用申請についてですが、年間予約は使っている人には良いのですが、

新しく入る人ははじかれてしまいます。ですから、使いたい人は、毎月初めのウ

ィークデーに行って申請することにしています。今でも前は良かったという声も

聞きますが、年間で使用する人は良いかもしれませんが、新しく入りたい人には

良くないと思います。 

 

公募委員Ａ：ハーモニカ教室など、継続して行っているところもあるのですが、単発であ

れば次回にすることもできますが、何年間も続けないと上手になれないというと

ころはたくさんあります。そういうところはどうしましょう。 

 

新町地区選出委員：それは講師の先生との関係も出てくるのでしょうね。話し合ってもら

うことです。私は自分のクラブが１年間通してできることは良いと思うが、独占

してしまうと新しい人達が入って来られなくなってしまいます。 

 

公募委員Ａ：早いもの勝ちですね。 

 

会長：  日にちが重なった時は、そこで協議をしていただくということで、早い者勝ち

ではありません。 

 

公募委員Ａ：ある公民館に、もし１日のその時間に来られない時は、次の人に回してしま

うのですかと聞いたのですが、その時はずっと来られているので、電話をして確

認していると伺いましたので、１年契約、１年更新で良いのではないかと思った

のです。 

 

会長：  それは微妙な問題かもしれませんが、できるだけ多くの方が公民館を使えると

いう原則の中で、お互いが譲り合ったり、話し合いをすることも地域課題です。

地域の中でいろいろなものをどのように棲み分けられるか、協力できるかという

話し合いをすること自体が大切だと思います。これについてはもう尐ししっかり

議論をしていくということを載せなければいけないと思います。それとコピーの

話は尐し違うような気がします。コピーは有料でできるのであれば、当然できる

ようにすべきで、何が障害なのかということについても洗い出しをして、議会で

も議論していただいて良いことかもしれません。片方は民主的なルールの話だか

ら皆で話し合う、こちらは制度の話だから直せるなら直して行った方が良いです

ね。実際、ソシアスも有料で、コピーはできますし、印刷も紙を持ち込めばでき

ますし、既に可能な公民館があればそういう仕組みに変わった方が良いかもしれ

ません。 
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公募委員Ａ：そのくらいおおらかにしてほしいなと思います。 

 

副会長： 何年か前に、この審議会でいろいろ検討した時に、カラオケやダンスなどは優

先的に取っていたので、新しくサークルを作ったところは入ろうと思っても入れ

なかったという状況が昔あったという話がありました。公民館はいつも新しいサ

ークルを受け入れる体制を準備しておかなければいけないと思います。その人達

が１年先まで入れないとなったら、そのサークルはなくなってしまうかもしれま

せん。その人達を潰してしまうことですから、公民館にとっては非常にマイナス

であると思います。 

 

公募委員Ａ：その場合、その前にやっていたサークルはどうしますか。 

 

副会長： それは先程言ったように、毎月抽選会に来てください、代表者が来られなけれ

ば代理の人が来て、その抽選会に出てくださいということです。そのルールを崩

してしまうとガタガタになってしまいますから、その基本的なルールはしっかり

守って、それでだめでしたら、その公民館の中で利用団体を含め、新しいルール

を作ったら良いと思います。コピーについては僕も疑問があります。コピーを取

らせてもらうのが一番助かるのですが、公民館によって機種が違ったり、使い方

によってすぐ壊れたりすることもあるので、個人で取らせると次の人が使えなく

なることがあるらしいです。うちの方の公民館もコピーを取ってくれているので

すが、行く度に業者に調整してもらっていたりしています。そういう問題もある

ので、コピーは難しいと思います。 

 

吉井公民館長：吉井公民館では、コピーは１枚１０円をいただき、職員がコピーをしてお

ります。施設利用は、１か月前から来館または電話等でも受け付けております。 

 

群馬地区選出委員：コピーの件ですが、機種が違うということもありますし、使用したこ

とがない人が使用して壊すという心配もあるかと思います。コピーができない理

由には公民館の職員の数が尐ないことも挙げられるかと思います。職員が尐ない

中で、利用団体の人に頼まれ、その都度コピーを取るとなりますと１０円、５円

の問題ではなく、職員の手を煩わせてしまうのではないかと思います。 

 

会長：  これに対してなぜ実現できないのか、このような問題があるということをきち

んと整理しましょう。審議会で整理できないとしても館長会等において、それぞ

れ整理をし、その上でその地域ごと、あるいは全体でルールを作るか、地区館ご

とにルールを作るかを協議することが良いかもしれません。施設そのものの老朽
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化の問題もあり、それに対してどう対応するのか。皆さんが学習や実技講習する

機会は増えてくるが、部屋数が足りなくなってきていることも現実です。使用人

数が減ってきているのは、住民の要望や利用が減っているのではなく、対応でき

ない施設状況が生まれてきているということも考えなければいけません。それは

ここだけでは議論できないことかもしれません。定期利用団体数、使える部屋の

数、日数を数えると当然足りなくなり、そうすると人が来られなくなります。ど

うしたら良いのかの回答を出さなければいけませんし、議会の中で本格的に議論

をいただくという手順を踏んでいくだけの中身のある話であると思います。きわ

めて本質的な問題なので、それは今回の答申の中にも、だからこのようなステッ

プを踏んで解決しましょうという形でまとめざるを得ないと思います。 

 

公募委員Ａ：図書ボランティアについてですが、ボランティアですが、報酬は出ているの

でしょうか。報酬は必要なのでしょうか。 

 

中央公民館長：報酬は１人に付きではなく１回に付き支出させていただいております。１

回、４００円×２人×２時間、例えば５時間していただいても１回１，６００円

です。４００円という単価については、費用弁償として報償費で支出し、サーク

ルの代表者に振り込ませていただいています。ボランティアと言っても車で来た

り、仕事の合間を割いて来ていただいているということです。 

 

公募委員Ａ：それから、図書室が毎日開いているところと週に１回何時間しか開かないと

ころがあるのですが、週に１回くらいでは困るのではないかと思います。 

 

中央公民館長：予算との関連もあります。ずっと居ていただけたら良いのでしょうが、こ

の日とこの日なら手伝えるという方にボランティアをしていただいているのが実

情です。 

 

会長：  公民館図書室の利用とそれに人間がどのように関わって、無理なく地域に図書

活動を広げられるか、特に子どもたちに読み聞かせの場として活動できるかとい

うことは改めて確認をしなければならない課題です。ほとんど使っていない、む

しろ公民館図書室は郷土資料の収蔵庫になっているという公民館もあると聞いて

います。それはそれで良いことで、その方向を強めていくべきという公民館もあ

ろうかと思います。ボランティアや特色を含めて、一覧表にして確認をしていく

ことも必要かもしれません。それを受けて審議会で議論した方があるべき方向が

見出せるかもしれません。 
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２ 平成２５・２６年度答申審議 

会長：  吉井地域にかかわらず、今回の諮問答申そのものにつながる課題を公募委員Ｂ

さんからお願いします。 

 

公募委員Ｂ：前回配布された抜粋された公民館講座実績で、環境や防災に関してはすごく

解決力を高めていくことに繋がっていると思います。例えば絶滅危惧種について

は、学ぶだけではなく、それを増やしていくための体験をする、防災も課題解決

が多く行われていると思いました。その他、伝統を引き継ぐこと、地域を知るた

めの活動はかなり工夫して運営されていると感じました。サークルとして継続す

ると書いてあるものが多かったのですが、どのような流れでそうなったのかと思

いました。住民が自主的に課題を立てないとその後、継続しないと思いました。

その情報を集めるため、前回の答申、ブロック別研修会の冊子で、幅広い世代の

人の懇談について取り上げられていました。懇談は会議とは違いますし、アンケ

ートも良いとは思いますが大変ですので、何かの機会に集まっておしゃべりをす

る。そういうところから本音の部分の課題が出てくるのではないかと思いました。

前回、学識経験者Ｂさんがお話してくださった、いつくかの世代で、似たような

集団の方が公民館でおしゃべりができたら、自覚のある課題というのが出てくる

のではないかと思いました。具体的に懇談を行うことを考えていけると良いと思

いました。それから、投書箱のような、考えを集めるものを公民館だけでなく、

何か所か設置するのも良いと考えました。 

 

会長：  きわめて本質的な問題だと思います。初めからできている課題を講座型でやっ

ても地域そのものの課題に繋がらない。むしろ皆さんが何とかしたいと話し合う

ところから繋がっていく課題ですし、公民館の活動の核心だと思います。公民館

は高崎市生涯学習の核ですが、高崎市が大きすぎること、そして、それぞれが頑

張ってきたのでバラバラになってきてしまった。社会教育課に生涯学習推進協議

会の本部があり、協議会で平成２０～２９年度の新・生涯学習推進計画が動いて

おりまして、「活動のてびき」を２年目に作りました。今は「生涯学習推進員の手

帖」を作って配っています。「活動のてびき」で、ある公民館でどのように事業を

組んで行ったかという事実に基づく事例を挙げています。１００人くらい集まっ

て懇談して、「うちの町は何が問題か」ということを話し合っていくうちに「皆で

歌を歌うのがいいね」、「花を植えよう」という話になり、そのためには公民館を

使って学習しようということになった事例を挙げたのですが、「地域をはぐくむ生

涯学習の創造 新・高崎市生涯学習推進計画」、「活動のてびき」、「生涯学習推進

員の手帖」を委員の皆さんに配っていませんでした。今日も箕郷の生涯学習推進

員さんが集まった中で、箕輪のふれあいウォークを始められたという話がありま
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したが、集まることはとても大切なことで、集まって話し合いの場となることが

一番の公民館の役割です。講座や実技演習をすることが主要な課題ではありませ

ん。高崎経済大学の先生がおっしゃっていたのですが、彼がＡ市のある地区の町

づくりに呼ばれて行ったところ、高齢者の居場所づくりと言って始めたが、集ま

った皆さんは高齢者同士ではなく、違う世代の人や他所の人と話したいという人

達でした。そういう場が必要であるという話です。主催側と出席した住民の皆さ

んで考えが異なっていたとおっしゃっていました。公募委員Ｂさんが言った懇談

の場をどう作るか、懇談の場で出てきた問題に対して、皆が学び、事例を調べ、

話をしてチェックすることができるのが、これからの公民館活動であると思いま

す。そういう答えを書かなければいけないので、そのためには具体的な道筋を成

功や失敗も含め、答申に書ければ良いと思っています。 

 

青年会議所選出委員：私たちの世代は公民館とあまり関わりがなく育って来ているので、

公民館で何をしているかということ自体を知らない。広報、回覧板等でいろいろ

な案内を流してくださっていても、回覧板を見る機会があまりないので知りませ

ん。では、何で知ることができるのか、例えば安心ほっとメールを携帯で受信で

きますが、この中で公民館ではこういうことをやっていますという情報を提供す

る。そのような手段もあるでしょうし、若い人達が公民館で何をしているか、ど

んな楽しいことをやっているかがわかる１つの手段が確立されてくるともう尐し

違ってくるのかなと思います。子どもを連れてどこかに行こうとした時、大きな

商業施設に目が向いてしまう。地域との繋がりがない中で、１つの単家族だけで

楽しめる施設に行ってしまう。先程、公募委員Ｂさんもおっしゃったように、地

域のコミュニティスペースとして生かしていくにはどうしたら良いかということ

ですが、まず、知っていただき、集まって話をしたり、いろいろな催しをするこ

とも１つの手段であると思います。その１つの手法として若い人達に知っていた

だく手段を考えて、試しにやってみるのも良いと思いました。 

 

会長：  こんなことがあったら家族で行ってみたいと思うのはどんなことですか。 

 

青年会議所選出委員：子育て世代の方は、私もそうですけれど、子育てするに当たって、

すごく不安なことなどを誰に相談したら良いのか知りたいのではないかと思いま

す。勿論、そのようなことはされているとは思いますが、そのような情報がない

ところが１つの問題なのではないかなと思いました。 

 

家庭教育関係者Ａ：前回の答申を担当させていただいた時にも、懇談会等で活用できたら

というようなことを書かせていただいたのですが、それが具体的にどのようにと
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いうのが、先程お話があったように、なかなかできないというのが変わっていな

い部分なので、その辺を考えて行かなければいけないなと改めて思いました。た

だ、答申は本当に書いて終わりではなく、先に向けて具体的に考えていく必要が

あると思いました。それから私の住まいは城址公民館の地区ですが、昨年の夏休

みに囲碁サークルの方々が夏休みに単発で囲碁教室を開催して、その時来た子ど

もたちに募集をかけたのだと思うのですが、今、定期的に囲碁教室が行われてい

るということです。サークルの方々が講師となって、子どもたちに囲碁を教えて

います。それは世代間交流ができている例であると思いました。ですから、いろ

いろなサークルがありますが、ある特定の決まったグループや世代だけではなく

て、他の世代とうまく繋がって行ける取組みができれば、公民館が繋ぐ役割がで

きていくと良いと思いました。それから、私の住んでいる上和田町の近辺では何

年か前に放火が続いたことがあって、近所の方がパトロールを続けてくださって

いるのですが、放火のニュースの中で、地域で知らない人がいればすぐわかる、

見かけない人がバイクに乗っていたという情報が報道されていたように、普段か

らどんな人が住んでいるか、顔が見えるということは、とても大切なことだと思

います。やはり公民館が近所の人が集う場となって、いろいろな世代の人達が集

まって来て、情報交換ができる場になっていったら良いと改めて思いました。 

 

学識経験者Ａ：懇談の場をどう作るか、情報をどう通知するかという話がありましたが、

情報通知の仕方を尐し変えてみること、それから、先程の囲碁教室のことを引き

合いに出すと、情報通知の仕方としてはよろしくはないかもしれませんが、小学

校、中学校を通じて行うことも１例として挙げられます。情報通知の方法につい

て、今まで画一的だったものをもう尐し複数持ってみることも良いと思います。

全部が複数を持つのでなく、この地域だったらこれが一番良い、ここの地域なら

今まで通りで良いというように、各地域でアレンジメントして、複数のプラン、

Ａプラン、Ｂプラン、Ｃプランのように作っていくのが良いと思いました。人は

呼んでも来ません。要は仕掛けです。その仕掛けをどうしたら良いか。２０代、

３０代をターゲットにする場合、予算の関係もあるかもしれませんが、例えばこ

のホールの半分くらいをプレイルームにして、１日だけイベントをするという仕

掛けを尐しずつしていく。プレイルームは帰属のものにし、他に貸し出しても良

い。仕掛けを作り、ここに足を運ぶきっかけにする。敷居が高いわけではなくて、

足が延ばせない状況ですが、仕掛けを作っていくと糸口が見出せると思います。

それから、課題を立てながら地域づくりをしていくというやり方ですが、課題設

定という言葉があります。課題設定というのはいわゆる社会問題化できるものと

社会問題化できないものがあって、社会問題化できるようなものだと意外に簡単

に答えが導き出せるのですが、社会問題化できないものほど、時間がかかり、い
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ろいろなものが見えてくるということがあるので、それこそ懇談の中で小さなこ

とを積み上げてきて、むしろ社会問題化された方が結果が出せたということで、

そこで切っても良いです。数年後もう一度見直す、３年後また会いましょうとい

う形にしても良いと思います。 

 

会長：  地域は生き物ですから、柔軟であるべきです。 

 

学識経験者Ａ：今、海外ではそういったものは公民館で行うのですが、日本の場合、全部

民間企業に持って行かれてしまっています。ですから、別に若い世代がどこにも

行っていないわけではなくて、いろいろな所に出掛けているが、吸い付けられる

ような所、民間に行ってしまっています。公民館などの公共的な場でそのような

ちょっとしたアイデアを安く提供する、無料で提供すると言えば、子育て世代は

絶対選びます。そうすると民間と競合しつつ、行政独自の色を出し、このような

スペースを使ってやっていくと良いのではないと思います。 

 

会長：  企業はどうやって人を集めているかっていうのを職員が学習した方が良いかも

しれないですね。 

 

ブロック長：それは１０年以上前から考えられており、先進的と思われていたＢ市は公民

館に指定管理制度を取り入れました。平成１７、１８年頃はいわゆるカルチャー

センター化することがもてはやされた時期でした。ところが現在、ゆとりという

考え方が否定され、根本的なもの、人間づくりについての考え方が出てきており、

公民館が、民主主義の学校と言われた原点に戻る時期にきていると思います。で

すから、前回、数値的な評価が一般理論とされていると話しました。公民館全体

の絶対数は確かに減尐傾向にある。しかし、住民が何を欲しているのかを公民館

で考えることは必要ですが、人が多く集まることは大変良いことではあるが、来

た方が非常に良かった、次回もやってもらいたいという声を聞くことが公民館の

職員として、やりがいを感じるものと思います。企画する側の職員が楽しみ、成

功例を頭に浮かべて募集をすれば人は来ると思います。企画する側がつまらない

と考えれば、つまらないものになってしまう。まずは公民館の職員の考え方、ス

タンスを変えていく必要があるかと思います。ですから研修を積極的に受け、ス

キルアップを図り、前向きに個別のモチベーションを高めていくことが必要であ

ると思っています。職員が自発的に地域に飛び込んで行けば、画一的なものでは

なくて、おもしろい公民館ができ上がると思います。 

 

学識経験者Ａ：民主主義の捉え方を時代による解釈で説明したのであり、それをやれば良
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いというのではありません。私が言いたいのは、いろいろな世代をどのように集

めるか、１人１人の住民をどう動かすかということです。いわゆる民主主義で企

業的な発想は、１人１人の住民の参加意識をどうやって刺激するかという話をし

たので、行政職員の話ではありません。Ａ市だけでなく他の地域でも、世代間ギ

ャップはあります。人が来ない、何かきっかけになるものはないかと問われた時

に、尐なくても良いから住民を呼ぶように公民館の方にお願いします。そして、

フリートーキングし、そこから意識を持ってもらう。公民館に対し、１人１人の

意識をどうやって惹きつけていくかがポイントです。公民館の利用については年

配の方は慣れていますが、若い世代が高齢者になった時、公民館がどのように使

われるのか心配なので、今、地域ごとに、そのような種をまいていくと良いので

はないかと思います。 

 

家庭教育関係者Ｂ：前回の審議会で、お父さんと子どもの食育というのが結構人気があり、

お母さんにとっては土曜日の半日、子どもと一緒にいてもらうというのはすごく

助かるし、参加理由も、子どもから誘われた、妻から勧められたというものがあ

るので、そういう場面で一緒にできるのかなと思いました。それから、今、上毛

かるたのラップをみんなで歌うというのが流行っています。上毛かるたは群馬県

の人にとってはどの世代でも共通しているものなので、ラップを皆で歌うのはど

うかと思いました。 

 

公募委員Ａ：あれはいいですね。私も覚えました。 

 

市議会選出委員：私もこの間初めて聞いて驚きました。これはおもしろいと思いました。 

 

家庭教育関係者Ｂ：日暮里の方でシニアハウスとコラボの共同住宅を見に行った時に思っ

たのは、それぞれの人がどのように尊厳を持ってと言うか、その人達が認められ

ているかということが大事であると感じました。懇談会という話も出ましたが、

それぞれ皆が話したいことがあると思いますが、大勢の中では話せないので、グ

ループワーク的なことを積み上げていって、尐ない人数で話し合う。それをまた

繰り返すことで、外に出て話す機会、ワークショップを多くしていくというよう

なことが良いのではないかなと思いました。 

 

ＰＴＡ連合会選出委員：やり取りを聞いていて、昔、知人と話していたことを思い出しま

した。知人は実家から離れたところに住んでいて、両親が亡くなり、住んでいた

家が空き家になった。実家は公民館のすぐ前で、結構広く、駐車場もあるので、

公民館で使ってもらえたら良いのだがという話をしていたことを思い出しました。
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その後、高崎市では１０年以上空き家だと上限１００万まで助成するということ

だったので、その家はすぐに壊し、助成金をもらったらしいです。利用者は減っ

ているが高齢者は増えている。サークル活動は盛んだが、予約システムが公平で

はなく、新しい利用者の使い勝手が悪いという中で、民間の空き家、空き部屋を

公民館の一部として借りることを、経費の発生が伴うかどうかも含め、可能性に

ついても確認をしたいと思いました。 

 

社会教育課長：今の制度は地域のサロンとして活用する、人が集まれるような場所を設け

る、それに対して補助金は出すが、あくまで地域で改修し、運営していくという

ものです。教室をやるのではなく、地域の方がそれこそ年代は関係なく、行って

話ができるような場というものを整備することについては補助金が出ています。

空き家があるからそれを公民館に改修して使うということになると難しいと思い

ます。 

 

ＰＴＡ連合会選出委員：地域によって事情は違いますので、全てに当てはまることではな

いし、そのような物件がある場合とない場合があるので難しい問題もあると思い

ますが、ニーズはあるが対応できない場合、公民館の補完と言うか一部として、

公民館の近所で部屋貸のようなことができないかと考えました。 

 

会長：  一般論では、人口減尐が始まっている社会の中で、公的に作ったか、私的に作

ったかはともかく、空いたものは公共的に使おう、それを集約していこうと言う

議論になっています。ＰＴＡ連合会選出委員さんのお話はとても面白いと思いま

すが、制度設計ができていません。高崎市はこれだけ社会教育の実績があるが、

施設が足りなくなってきており、住民が集まる場所がない。町内公民館も含めた

制度を作る中で、市民の空いた家を提供いただき、それに準じるという特区制度

があったら面白いですね。放っておいて、放火される危険性を考えると、財産権

を侵さずに試行的に位置づけ、皆が守っていくということは良いことかもしれま

せん。具体的にどう制度設計をしていくのが大問題で、答申では書ききれないか

もしれませんが、重要なテーマですね。 

 

ＰＴＡ連合会選出委員：モデル的にという形で特例としても良いですね。 

 

会長：  町内公民館には「自分の家の土地を出しました」というのが多いですね。それ

で宝くじの補助金をもらい、町内からお金を出し、建てたものが多い。いきなり

地区公民館では難しいが、町内公民館ならばあり得るかもしれません。 
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公募委員Ａ：管理人を置かなければならないかもしれませんね。 

 

会長：  管理人の問題もありますね。公共施設になれば、固定資産税、都市計画税は当

然減免でしょうね。 

 

ＰＴＡ連合会選出委員：空き家を使用する場合は管理人が必要かもしれませんが、例えば

大きな家で子ども世代が家を出て部屋が空いているなど、いろいろな事例がある

と思います。 

 

会長：  機械警備ができれば使えます。そういう話を地域ですると良いかもしれません。

空き家が増えてしまっているということや、貸したいと言っている人がいるが、

誰か借り手はいないかというようなことを話すのも地域課題です。地域課題はあ

らかじめ、防災や環境ということではなく、この町にはこんなことがあると話し

合うことであり、それをどう解決する方法があるか、今の制度ではうまく行かな

いが考えた方が良いということを話し合うことは、公民館の中で重要な課題です。 

 

市議会選出委員：意見としてそういうことを出してもらうことは良いことですよね。 

 

会長：  そういう意見が出ていくことが地域の活力ですよね。 

 

市議会選出委員：若い世代の人がなかなか興味を持てない、地域になかなか若い人が出て

きてくれないということについて、日頃から考えています。私の住んでいる上中

居の第２町内は、新しい世代の人、最近引っ越してきた人が多い地域です。この

地域のソフトボールのチームの人が代々、体育委員をしています。そして、新し

い人を誘い、その子どもたちの面倒を見ています。育成会のソフトボール、ポー

トボールなどを見てあげることで、若い人を呼び込んでいます。今は公民館活動

になりましたので若い世代、子育てサロンというのはどこの公民館でも行ってい

ると思いますが、子どもを育てるのに悩んでいるお母さんが非常に多く、そのよ

うな親御さんたちのアドバイザーになっていただいています。その他、学校区の

公民館では、昨年から三世代交流事業が始まりました。地域から杵と臼を３セッ

トくらい提供していただき、餅をつき、振る舞います。餅をついている間は年配

の方がしめ縄づくりを子どもたちに教えてあげるという事業です。今年も１１月

の３０日に公民館で行うのですが、そのようなアイデアを持ち出すことで公民館

活動が、もっと盛んになっていくのではないかと思います。それから、私はスポ

ーツクラブに行っているのですが、時間帯によって年齢層が全然違います。昼間

に行くと年配の方が多く、夜に行くと若い人ばかりです。走ったり、運動したり
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している人もいるのですが、ホットヨガやピラティスなどの教室に若い人が集ま

っています。公民館の活動についても時間帯を分けたり、ホットヨガとかピラテ

ィスなど興味が持ってもらえるような活動を行うのも１つの方法であると思いま

した。また、安心ほっとメールに登録されている方は多いので、例えば公民館ほ

っとメールで、今、公民館はこんなことをやっているというメールを流せば、Ｐ

ＴＡ連合会選出委員さんがおっしゃったメール世代にも広がっていくような気が

しました。 

 

会長：  メールやスマートフォンそのものを講座にすると人がたくさん集まるという事

例が出始めています。それを通して地域の皆が話をし、暮らし合えるものを作っ

ていくということはとても大切な事実ですので、今の話は答申に入れます。 

 

新町地区選出委員：それぞれの公民館で行っていることを多くの地域の人達に認識しても

らわなくてはならない。今、話されていることを地域づくりの中で、地域づくり

活動協議会が意見として聞き、参考にしていくようなことが、大事なことである

と思います。地域づくりの活動を見ているとあるところで固まってできて、それ

が地域の活動という形になってしまうわけです。それでは良くないと思うのです

が、伝統的なものを一生懸命やっているところもありますから、評価もしていか

なければなりません。公民館運営推進委員にどういうことをやっているか聞いた

ら、よくわからないというような状態です。ここで話されていることを答申とし

て出し、それを受け、各公民館が実行していくわけですが、単発で、こういう事

業をしましたというようなことではなく、その中で人間が動き、話が交わされる

ことができなければいけないと思います。新町地域では公民館が地域づくりの拠

点となっていないので、なってほしいと思っています。いろいろ感じたことを話

すようにしているつもりですが、なかなか難しいです。それからリタイアし、や

りたいことはあるが、出て来ない人達に対し、皆で考えて何か行わないかという

案内を出したらどうかと思っています。リタイアした人は大事な人材ですから、

そういう人達に活動のリーダーになってもらったり、仕掛けになってもらったり

することが大事なのではないかと思います。先程、話したふれあいサロンで、リ

タイアした人達の技術や音楽など、いろいろなことをやってもらい、横の繋がり

を作っています。特に、福祉、災害については地域が１つにならなければ大変な

ことになることは、誰でも理解している。そのように考えていくと、この審議会

での話は大事で、次の段階に移れるように、皆で答申を出していきたいと思いま

す。 

 

会長：  生涯学習推進計画を皆さんにお配りしていなかったのですが、生涯学習の流れ
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と各公民館の活動と地域づくり活動協議会の動き、それぞれが頑張っているのだ

が、本来は１つであるにもかかわらず、なかなかきちんと繋がっていないという

ことが、明らかになってきました。そして何とかそれを繋いでいき、その中でそ

れぞれの役割を詰めていくことが課題になるかと思います。答申で書くべきこと

はきちんと書いていこうと思います。新町地区選出委員さんがおっしゃることは

その通りですが、区長会やいろいろな組織がそれぞれ伝統を持ち、それが横串で

貫けそうで意外と貫けていないのが現状です。うまく貫けたところが２０５０年

に生き残っている地域だと思いますので、それに向かって高崎市民も頑張ってい

きたいものです。 

 

榛名地区選出委員：各公民館にいる３人の生涯学習推進員がいますが、もっと増やすこと

はできないのか。例えば私の下里見地区は７つの区があります。２年交代でやっ

ているのですが、区長さん、その町の生涯学習推進員と町内公民館長さんが進め

ているのですが、７人配置して、全体をまとめ、さらに地区の公民館と結び付い

ていけるような組織ができてくれば良いと思います。 

 

会長：  もともと予算が尐なく、増えることもないので、推進員さんが増えることは難

しいと思います。 

 

榛名地区選出委員：推進員は無償でやっているのですから、何人増えても構わないのでは

ないですか。 

 

会長：  いろいろな人がいろいろな形で地域に関わる時、関わる名刺を持つというのは

大事です。いろいろな会にその名前で参加できるということは、とても大切なこ

となので、皆が回して、いろいろなお役目をしていくという地域をこれから作ら

なければいけないかもしれません。 

 

ユネスコ協会選出委員：世代間を繋ぐためには、区長をはじめとする地域の役員、公民館

長、生涯学習推進員、子ども会育成会の役員等が中心となって一層尽力すること

が求められます。そういう中で、公民館に集い学んだことが生かされていけば、

地域が繋がる方向に進むと思います。 

     私の住む地域でも地域づくり活動協議会の活動で連帯を深めようとしているよ

うです。しかし、その活動の中での世代間の縦の繋がりを作り上げることは難し

いのが現状です。例えば、災害等の緊急時についても直ちに結束して動ける状況

にはないと言えます。そこで、普段から地域住民を融和で結びつけるような行事

等で住民が集っていれば、何かあった時、その組織で動けることになると思いま
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す。地域住民がそれぞれ多忙な場合でも対応が可能だと考えます。 

     子ども達を含めた世代間を繋いでいくことは地域づくり上、大変重要な課題で

あります。育成会の人達は地域の次世代のリーダーとなり、ゆくゆくは子ども達

もリーダーになることでしょう。今回の答申で、そういう面も切り口としては取

り上げても良いのではないかと思います。 

 

新町地区選出委員：今の世代間交流ですが、ふれあいサロンの中で、子どもたちと高齢者

が一緒に作り、話しながら飾るという七夕の行事を何年もやってきました。育成

会の人達に来て手伝ってもらうわけですが、以前は育成会、子供会はとても活発

で、育成会の人達は自分の時間がないくらい忙しかったのですが、今は役員も１

年交代ですので、こちらから投げかけてもわからないことがあります。そのよう

なことが止められれば、大きな力になるだろうと思っています。 

 

会長：  老人会、育成会が随分なくなってきている中で、本当に縦にどう繋いでいくか

ということが公民館自体の課題かもしれませんね。 

 

３ 専門委員会の設置について 

会長：  専門委員会という形で執筆をする準備についてですが、今回は２年目に諮問が

出て、答申をしなければならないので、今まで皆さんがご議論していただいたこ

とを整理し、ご意見を賜ろうと思いますので、専門委員をこちらで指名させてい

ただきます。まず、私と副会長、家庭教育というとこでどうしても必要なので、

経験のある家庭教育関係者Ａさん、それから公募委員は必ず専門委員になってい

ただく伝統となっていますので、公募の２人にお願いいたします。地区選出の６

人の委員の方々には、全ての会に出ていただかなくても結構ですので、地域事情

を改めてお聞きしなければならないことが発生しますので、専門委員という形を

お引き受けいただきたいと思います。専門委員会は３、４回開催しなければなら

ないのですが、可能であれば来ていただきたいと思います。全員で１１人になり

ますが、今回はお許しをいただきたいと思います。日程については改めてご連絡

いたします。 

     終了後、お時間がある方は吉井公民館を見学ください。 

 

報告事項 

事務局 ・前回審議会の会議録・議事録について 

    ・西部ブロック公民館研究集会兼高崎市公民館研究集会について 

    ・専門委員会について 
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閉会 

副会長： 答申に向けて、皆さんからいろいろなご意見を伺えましたので、これをもとに

専門委員会で進めてもらいますが、その中で、皆さんにもお聞きしたいことが出

てくれば、ご相談させていただきながら進めさせていただくことになると思いま

すので、よろしくお願いします。本日はご苦労様でした。 

 


