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平成 23・24 年度 第 10 回公民館運営審議会 会議録

開催日時   平成 25 年 3 月 5 日（火） 午後 1 時 30 分から 3 時 30 分まで

開催場所   高崎市中央公民館 第 1 集会室

議題 1 高崎市公民館長任命に関する意見聴取について

2 平成２３・２４年度答申について

3 平成２４年度高崎市公民館事業実績報告について 

4 その他

・前回審議会の議事録公開について

・委員交代に伴う事務手続きについて

・次年度審議会予定について

公開・非公開区分   公開

出席委員（15 人）

 熊倉浩靖会長 ・荻原馨副会長 ・岩田満委員  ・樋口克己委員

髙橋照男委員 ・友岡邦之委員 ・吉村晴子委員 ・関正委員   

青柳孝義委員 ・坂井義枝委員 ・新井實委員  ・岸敏郎委員

髙橋昌佑委員 ・櫻井信治委員 ・八木雅子委員

欠席委員（5 人）

 宮崎幸二委員 ・江原容子委員 ・小此木正信委員 ・小屋美香委員

堀口順委員

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

柴田彰館長・進藤丈直館長補佐・岡田薫館長補佐・横尾律夫館長補佐

間野夫佐代主査・草野沙織職員

傍聴定員  ５人

傍聴者数 0 人



2

所管部課名 教育部高崎市中央公民館

平成 23・24 年度 第１０回公民館運営審議会 議事録

１ 高崎市公民館長任命に関する意見聴取について

会長 今日は三つ案件がありまして、一つはいつも 3月になるとなのですが、公 

民館長の推薦が各運営推進委員会から出ています。 

それに対して私どもが意見を含めて教育委員会へ回すということになって 

いますので、その意見聴取をまずしたいと思います。 

中央公民館長  25 年度地区公民館長の任命につきましてご説明いたします。 

地区公民館長の任命の理由でございます。高崎市公民館長に関する要綱で、

常勤館長を除く公民館長につきましては、推薦手続きや任期が定められて

おります。この要綱の中で、館長の任期は１年、推薦の手続きについては

当該地区公民館の運営推進委員会が選出とし、高崎市教育委員会に推薦す

ることとなっております。 

それではお手元にございます資料をご覧ください。 

まず 1ページが平成 25 年度高崎市公民館長推薦候補者名簿案です。 

主な経歴を掲載させていただいております。 

続きまして、2ページは、館長候補者の生年月日、年齢、就任年月日等を掲

載してあります。それでは、3ページの平成 25 年度地区公民館退任・新任・

再任館長一覧案を説明させていただきます。 

平成 25 年度では、地区公民館長 39 名を任命するものでございますが、退

任館長が 6名、新任館長が 6名、再任館長が 31 名の合計 37 名の公民館長

候補者の推薦が各地区からあがっております。 

今回 39名の内 37名の館長推薦は、今見ていただいている表のとおりです。

残り 2名につきましてはここに記載がございませんが、東部公民館と倉賀

野公民館でございます。公民館運営推進委員会を開催しておりますが、館

長候補者を選出することができず、その後も候補者の選出に向けて調整を

行っていただいております。従いまして、この表には掲載しておりません。

館長の 25 年度の任期は、平成 25 年の 4月 1日から、平成 26 年 3 月 31 日

までの 1年間となっております。以上簡単ではございますが、平成 25 年度

高崎市地区公民館長の任命に関しまして皆様方のご意見をお聞かせくださ

いますようお願いいたします。 

なお、平成 25 年度高崎市地区公民館長の任命に関するご意見を頂きました

後には、今月 3月 19 日に開催される教育委員会に議案として提出させてい

ただく予定でございますので、よろしくお願いいたします。 

会長 では、それぞれご意見を賜っていきたいと思います。 

個々の方のこともともかく、全体としての色々なご意見があると思います

ので、お願いいたします。 

学識経験者（Ａ） 私は地域の個々のことに関しては、詳しくは存じ上げないものです

から、基本的には推薦に基づいて進めていただければと思います。 

一つ確認したいのですが、規定では地区公民館長さんは、前任の館長さん
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が推薦するのですか。 

会長 公民館運営推進委員会の中で皆さんが推薦します。 

学識経験者（Ａ） 例えば、公募の方がいいという議論はあったりしますか。 

会長   運営推進委員会の中でそういう議論があった地域はありますか。 

中央公民館長 今まではなかったと思います。 

学識経験者（Ａ） どういうやり方が選出の仕方として良いのかが分からないのです

が、皆さんがご納得いただけるやり方で推薦ができるということならば、

私は問題ないと思います。 

長寿会選出委員  私どもは今年変わりました。変わる時に私どもの公民館は公民館

運営推進委員会で推薦された方を承認しています。うちの方は割合とスム

ーズに決まっております。 

学識経験者(B) 前は区長さんが兼任されている方が多かったですが、経歴で言うわ

けではないですが、各方面の方がそれぞれ入って、多彩な顔ぶれになると

良いかなと思います。 

会長   確かに今までに比べて元公務員、元教員だけでない、元会社員が非常に増

えているのは良いと思いました。 

区長会選出委員 私のところは地区公民館なのですが、該当する所は榛名地区で下里

見公民館です。今中島さんがなっておられますが、私はよく分からないの

ですが、里見地区でこの方は前も区長をやられていた方ですが、そういう

経緯でなっていると聞いております。ですから、ここに名前が出ている方

は何らかの形で行政に関わっていると思うので良いと思います。 

会長     確かに元会社員とか元教員の中には区長を経験されている方がいらっし

ゃると思います。素直に経歴に区長と書いてきた方もいらっしゃいました。

地域の中で、人望のある方がやられるのは良いと思います。 

箕郷地区選出委員  多方面の方が参加することは、地域づくりのことからしても良

いことだと思います。 



4

群馬地区選出委員  私も経験者が入っていることはとても良いことだと思います。

群馬地区においても、自営業、元教員、会社員ということで新しい見方を

している館長さんもいらっしゃるのでとても良いかなと思います。 

吉井地区選出委員 前に審議委員のメンバーでも女性が、例えば何パーセントとか、

多くしていくという話がありましたが、この中でも女性が大変少ないと感

じました。これだけあがってきて、今審議会委員としてどういうところが

問題点になるかというのが、各地区から色々な難しい点がこちらに向けら

れているということはないですか。 

中央公民館長 3 ページの再任館長で、候補にあがっている女性の館長さんが 13 番の

中居公民館の土屋さんで、この中では唯一の女性の館長さんです。 

今のお話の中で地区での色々な問題提起ということですけれども、それぞ

れの地区での状況もありますので、すんなり決まっているところもありま

すが、それぞれの地区が色々な違った問題を抱えていると思います。 

吉井地区選出委員 審議会の方でアドバイス的なものがあるのかということと、これ

は地区で選ばれているので、この審議会で問題にすることは大体少ないで

す。 

会長 あまり問題があっては困りますが、ないわけではなくて、今おっしゃっ 

たように女性の比率が少ないとか、今回 2館は何回も委員会を開いている

けれども、この時期までに間に合っていません。 

それぞれの事情があるのですが、そういう問題もあるということです。 

規定が館長会で 10 年程前に要綱で作られましたけれども、非常にがっちり

作ってありまして、一人の人が長くやるのは良くないという意見から、定

年制をひいています。そこで、各地域が困っているということはあるよう

です。非常に良い方や中々変わる人が見つからず、定年になってしまいま

す。新任も 70 歳が最初ですから、里見地区ではその問題があったようです

し、今回 2箇所決まらないのは、一人は館長ご本人がもう 70 歳だから辞退

しないといけないとおっしゃっているのですが、中々それに変わる人を地

域が選びきれないようです。もう一か所も建物を建て直していると聞いて

います。そういう中で新しい方を選ぶだけの余裕がなくて困っているとい

う事情があります。そういう事情の中で、私どもがどういう助言ができる

かということも、ここで一人選ぶ、選ばないというよりは、こんな考え方

も必要なのではないかということも、これからつめていきたいと思います。 

その辺で何かございますか。吉井もまもなく選ばなければならなくなりま

すけれども。 

吉井地区選出委員 これは高崎地区の全館ということでしたが、常任館長というのは。 
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会長   吉井、新町、榛名、倉渕です。 

吉井地区選出委員  それは、行政が関わっているということとはまた別ですか。 

会長   行政職が館長になっているということです。中規模館という位置付けにな

っているところです。箕郷は元々そうだったのですが、地域の中で選ばれ

るように、先駆的に直してくださいました。群馬地区は、いわゆる群馬地

区地域館がなくなって五つの地区館に全部変わって、選出方法も変わり、

地域の方がお選びになることになりました。ですから、吉井も相談されな

がら、地域から選ぶことも可能です。 

ユネスコ選出委員  特に問題はありません。1、2年前に区長と兼務という形ではない

方が望ましいかなという議題があった気がします。非常に素晴らしい方で

あれば、区長だから望ましくないという議論にはならないと思います。各

公民館で推薦されてあがってきているので良いのではないかと思います。 

会長   その地域の事情があると思いますが、区長の兼務はできるだけ避けてくだ

さいということは言い続けて良いと思います。 

倉渕地区選出委員 倉渕はどういう方法で館長を選んでいるのか分かりませんが、

行政の再任用ですよね。 

事務局   3 年前からです。合併して 2、3年は職員の館長でした。今で言う吉井と似

たような状況です。その後に再任用という形で退任された方が館長につか

れました。 

倉渕地区選出委員  行政の方で決めているのであれば、倉渕はもうそのまま決定で

す、ということですよね。 

会長   今年は少なくともそうです。25 年度もそうです。ただ、今後のことを考え

ると、できるだけ地域推薦の形が望ましいと私どもで意見をまとめておく

か、今までのとおりでいいかは今後の議論になると思います。 

箕郷はすでに地域選出です。中規模館の位置付けがいつまでもあるかどう

か、等しく地区館という位置付けでいくのかどうかというのは、倉渕の場

合は小学校が 1つになりましたから、１小学校区１公民館ですが、元々３

小学校区だったわけです。倉渕公民館が一つあって、そのまま生かしたか

ら吉井地区や新町地区と同じ扱いをしているけれども、１小学校区１公民

館になれば、地区館と同じだという判断をして、地域が推薦をして公民館

長を選ぶ形がいいかどうかというのは今後議論になると思います。同じよ
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うに、今回答申にも書きましたが、１小学校区１公民館に限りなく近づけ

るようにそれぞれの地域で公民館を作りましょうとなった時に、例えば新

町は二つになります、吉井が四つないし七つになりますといった時に、今

の吉井公民館、新町公民館が職員館長あるいは再任用館長の行政発令だけ

でいいのかということも併せて広く議論をしていくのが良いと思います。

ここでどうこうと言うよりは来年度からになってからの課題だというこ

とは確かです。 

公募委員(A)  地区公民館は地域の推薦が有効だと思うのと、退任したところで新任

として年齢が若くなるのは良いことだと思います。 

任期の問題で、継続して再任の回数の制限はないのですか。 

会長   高崎市公民館長に関する要綱がございまして、3条の中に「運営推進委員

会が推薦する館長候補者の年齢は、推薦する年の 4 月 1 日現在において、

新任者は 70 歳未満とする。ただし同一の公民館における継続の再任者は

74 歳までとする」。定年だけで、何回という風にはなっておりません。 

1 年というのが任期でいいのか、ということがいつも議論になりますが、

嘱託として教育委員が発令をしますので、嘱託という身分上 1年ずつしか

発令ができないという構造だと言われております。これは運用の問題だと

は思うのですが、その辺も出された意見としては積み残す課題かもしれま

せん。 

公募委員(B)  地区からの推薦が一番良いと思います。 

学識経験者(B) 女性の方が一人入っていて良いと思います。ベテランの方だとお伺

いしました。館長会、区長会でも積極的に女性に出ていただくようにがん

ばってほしいです。 

会長   職員配置のことで女性主事は負担が多くなりますが、できるだけ女性の主

事も積極的に登用されることが望ましいと思います。 

私から一言申し上げますと、2館が諸般の事情があって中々推薦ができて

いませんが、できるだけ速やかに選んでいただきたいです。 

それまでは、暫定的に今の館長さんが館長業務を継続して、業務が途絶え

ることがないようにしていただき、できるだけ早く新館長を推薦していた

だきたいという意見はつけさせていただきたいと思います。 

副会長  推薦に関して、推薦者名簿は何も問題ないと思います。 

ただ、私は前々から疑問だったのですが、地区の運営推進委員会で館長を

推薦しておきながら、ここでもし何かあってこの人は不適切だという時に

地区に戻した時に、地区の運営推進委員ではどうなるのかという懸念があ
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ります。過去にそういうことはありませんが、地区でもかなり慎重に推薦

をされて選んでいると思います。 

私の地区でやった時ですが、地区で決まったらもうこれで決まったという

感じが多く、ストレートで決定すると思っている委員がたくさんいました

ので、その辺をもう少し明確にしておいた方が良いと思います。 

推薦する時の説明というのはしっかりしておかないと誤解を招くという

気がします。 

会長   先ほどの館長に関する要綱と、審議会に関する規則が少しずつずれている

ところがありまして、要綱の中では審議会の意見を聞いて、教育委員会が

判断し、委嘱するとは書いていません。選出し、教育委員会に推薦すると

なっています。ところが、審議会の規則の中では、審議会は社会教育法第

29 条第 2項に定めるもののほか、館長の任命に関し、あらかじめ教育委員

会の求めに応じ、意見を述べるものとする。 

我々は、教育委員会にこういう推薦書が出ました。それに対してこれで結

構ですとか、これはこうした方がいいのではないか、例えば今回の人員は

これで良いけれども、もう少し女性比率が高まるように考えてくださいと

か、区長との兼務はできるだけ避けるようにしてくださいとか、そういう

意見を述べるという形です。 

それから、決まっていないところはできるだけ速やかに選んでください。

それまでは現館長が、暫定的に事業が止まらないように継続して続けてく

ださい、というような意見を述べるのです。教育委員会が最終判断をしま

す。その辺をもっと整理した方が分かりやすいですよね。 

学識経験者(B) この審議会で審議することは、地区は地区だけの見解で、人選とし

ては良いですけれども、他の公民館との兼ね合い、例えば年齢とか長過ぎ

るとかの判断をできるところが中々ないので、ここではどこの公民館とい

うのではなく、全体の公民館の有りようの理想系を照らして審議し、保証

するという感じになると思います。ある程度推薦されれば、有能な館長で

あろうということで、選別よりも応援するところだと思います。 

会長   第三者認証みたいな形かもしれません。そういう意味では、教育委員会に

申しあげる意見として、現在職員館長または再任用館長になっている中規

模館に関しても、今後の展開の中で他の地区館と同じような地域推薦とい

うこともご検討いただきたい、という意見として出したら良いと思います。

あくまでも、教育委員会について申し述べる。 

各地区館や運営推進委員会に意見を申し述べるということではない、とい

うことをはっきりさせましょう。ありがとうございました。 
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２ 平成２３・２４年度答申について

会長   次は報告になります。 

平成 23・24 年度答申について、皆さんにもう一度、目を通していただい

き、誤字脱字を事務局で見ていただいて、できあがったものがこの答申で

す。明日館長会がありますので、出させていただきたいと思います。 

これを見て、どうしてもここだけはもう少し直してほしいという所があり

ましたら、付け加えたいと思います。ここには書き込めなかったけれども、

来年度以降議論する必要があるということがあればご意見をいただいて、

答申外の話として館長会でお伝えする形にしたいと思います。 

事務局   公民館だよりの関係で、金古公民館が素晴らしかったとご意見がありまし

た。本日金古公民館より、公民館だよりをお借りしてありますので、皆さ

んへ回覧します。順次見ていただければと思います。 

会長   答申文で最後の名簿のところで名前が間違えているとかあれば言ってく

ださい。 

ユネスコ協会選出委員  ここで協議したことが、取捨選択されながらうまく吸いあが

っていて、とても有り難いと思います。私個人的な意見も書いていただい

て、協議しているという意味合いが非常に感じられて有り難いです。 

会長   17 ページの１小学校区１公民館のことにつきましては、すでにいくつかの

地域で動きが出ているようですが、その話を一体どこへ持っていけばいい

のかということがあるようです。まず中央公民館や社会教育課に打診をす

るようにお伝えしようと思っています。 

長寿会選出委員  強いて言いますと、17 ページの⑦吉井地域の旧馬庭幼稚園はずっ

と学童保育で取り扱っている中で、なかなかたやすくはないだろうなと思

います。 

会長   実は群馬地区が合併する時に、全児童館を全て公民館という風に書き替え

てほしい、その代わり児童館、学童保育的な事業が継続できるように考え

てほしい、という形にしていますので地域でお話してください。 

あれだけの広さのある施設ですから、子どもたちのいない夜の時間は高齢

者が使うという形で一歩前進していただければと思います。 

新町地区選出委員  この答申が、原点を押さえていて、具体的に書かれているとい

う点でとても説得力があると思いました。 
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先程出た公民館長の推薦の問題ですけれども、副会長さんがおっしゃった

ように、推薦されて出てきたものをまたバックするというのはどうなのか

なと思います。地域づくりということを考えると、具体的にこの答申に出

ていますが、時代と共に変わってきている中で、地域づくりの必要性が即

公民館の存在の原点ということを始めから述べているということを通し

て、一貫されているものがあります。書かれていることが、公民館長を通

して地域での具体的なものに意欲的に関わっていけるように運ぶにはど

うしたら良いのかな、と思います。 

苦労されて書かれた方には感謝しております。 

会長   研修の大切さと答申時期のタイミングを計ることが一つだと思います。 

明日現館長会に対してお出ししますけれども、新館長会が成り立った時に

もう一度私共はこのように答申をいたしました、という説明をしなければ

いけないかなと思います。 

できればそれを通して、その後色々な研修等の中で審議会の意見を皆さん

にお伝えして、意見交換をする場を作っていただくようにしなければなら

ないと思っております。今まで確かに出しっぱなしになっていた可能性が

あり、自己満足で終っていたという反省があります。 

新町地区選出委員  公民館長として年数的にいつまでも、という風に捉えるケース

もありますが、館長自身が辞めたいと言っているけれども、もっと長くや

って欲しいという方に、館長をやる意欲があるならば、やってもらうこと

によって地域づくりは良い面でまとまっていくのではないかと思います。

その人が辞めたことで、ブレーキがかかるようであれば、惜しいと思いま

す。その中で支えをどのようにしていくか、ということを今後考えていた

だきたいと思います。 

会長   館長や補佐の皆さんが日々悩んでいるのはそのことだと思います。 

３ 平成２４年度高崎市公民館事業実績報告について

～中央公民館長補佐が、平成 23 年度中央公民館事業実績について報告～ 

会長   中央公民館の部分について、10 分間くらいで皆さんの意見をお聞きしたい

と思います。これについては手を挙げてご質問やご意見をお願いいたしま

す。 

区長会選出委員  回数と参加者数は分かりますが、募集人員に対して満員になった

とか、埋まらなかったとかというのはありますか。 
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事務局   講座によって様々です。 

会長   説明する時に、例えば6回あったけれども各回で180名募集のところに100

名来たというような書き方をすれば分かりやすいと思います。作業をお願

いします。そういう意見はとても良いと思います。 

新町地区選出委員  24 年度の学校・団体・NPO 等との連携の実績事業の中で、運営

した当事者として、期待に反して良かったとか、参加率が低かったという

ような特徴があれば教えてください。 

事務局  人気が高ければそれで全て良いというわけではないですが、人気がまず高

くないと、ということはあります。 

「やさしい気象学講座」や「はじめての造園講座」はたくさん申し込みが

ありました。「やさしい気象学講座」の方は 70 名くらい申し込みがあって、

どうしても 45 名くらいで部屋がいっぱいになってしまうというので、そ

れでしぼったということがあります。 

造園講座についても、たくさん希望があったのですが、高崎松風園のセミ

ナーハウスを借りて行ったので、25 名くらいしか入りきらないというこ

とがありました。たくさん申し込みがあったのは、数字を見ても分かると

おり「読み聞かせスキルアップ研修」で、たくさん来ることが分かってい

たので、初めから視聴覚室をとって 100 人入れるようにしました。 

申し込みは 85 名を超えていて、皆さんに来ていただきました。ただ長期

なので、途中で都合がつかなくなったとかで、少し人数が減っていくとい

うことはありました。 

逆に内容は良かったけれど、人の集まりが悪かったというのは「高崎の染

め物と歴史」がとても内容的に良くて、新たな発見がたくさんあったので

すが、中々人が集まるのが難しいのかなという印象がありました。 

ただ、集まった方はとても熱心な方たちで、元々興味があったり、自分で

染め物に取り組んでいたりという方もいらっしゃいました。 

もっと多くの方に知ってもらいたいと思いました。 

「働くパパのイクメン講座」ですが、昨年度は人集めが大変でした。 

秋に行ったのですが、小さい子どもを相手にしていたので、秋は保育園の

お遊戯会とか運動会とかがあって集まりにくかったのかなと思います。 

7 月の夏休み前に行い、しかもなるべく日数が少ない方がお父さんも参加

しやすいだろうということで 2回にしたところ、思いのほか多くの人に集

まっていただけました。 

「楽しく孫育て講座」については、事前にマスコミ等が興味を持って、群

馬県全体で広報を、という話もありましたが、市内の事業なので、高崎市

民を優先してという話をやり取りの中でして、大々的に広報はしませんで

したが、関心を持たれたようで参加者もたくさんいました。 
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新町地区選出委員  実績を見て、これはもう少し人員を多くすればよかったとか、

良いと思って計画したが、あんまりだったなというものは、その時に話題

になっていることとタイミングという背景が色々あると思いますが、その

中で地域として多少少ないというものがあっても、続けていっても良いと

思います。実施する方としては、参加人数が一番問題になると思いますが、

それを苦にせずに、勇気をもってやることは大事だと私は思います。 

会長   一口コメントではないけれども、そういうことはとても必要だと思います。

何をやってどういう数字というのも大切ですが、先程「働くパパのイクメ

ン講座」を夏で 2回にして集中して行った結果、色々な催しがない時だか

ら、23 年度から 24 年度で参加者がこんなに増えましたというのは、まさ

に評価をして自分たちで改善をした結果が新しい成果になったというこ

とですから、そういうことはぜひ書き込んでいただきたいです。 

逆に「高崎の染め物と歴史」はご協力をいただいたけれども、人が中々集

まらなかったというのは、広報の問題があったのではないかというコメン

トを入れておくと、改善の要素になりますし、特にタイミングはとても重

要だと思います。高崎市文化賞で染色の方が少なくとも 3 人もいる時に、

その美術館と連携をしながら、ここで学べますという講座の開き方だった

ら、もっと人は集まったかもしれない。 

高崎の色々な資産をうまく組み合わせながらタイミングを図っていくこ

とは、とても重要な課題だと思うので、そういうコメントを少しつけてい

ただくと、委員の皆さんも更に良い意見を出せると思うので、少し工夫を

してみてください。 

学識経験者(B) 中央公民館では、先駆的というか、新しい切り口の講座を進めてい

かなければならない立場ですから、全市に渡って刺激を与えることが必要

です。市の広報の事業のお知らせのところに課題が出ていて、読んでいく

と会場が中央公民館となっていますが、頭に中央公民館ではこんなことを

していますというような扱いで、そこに中央公民館の事業が並ぶと印象が

強くなり、全市から来やすくなると思います。 

そういう風に広報高崎の活用が必要かなと思いました。地区公民館でして

いないような新しい事業のときは特に広報に言っていけば、可能かと思い

ます。また、地区公民館にも広まっていく講座になると思います。 

群馬地区選出委員 どこの地区公民館でも男性の参加が少ないのですが、それぞれの

講座の中で、男性が意外と多かった講座があれば、地区公民館でも考える

糧になると思うので、教えていただければと思います。 

事務局  中央公民館の事業は女性ばかりではなく、男性の参加者は多いです。 
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「地域で守る災害講座」はやはり地域で役をされている男性たちが多く参

加されています。こういった災害活動というのは、男性が多いです。 

家庭介護は男性も参加してくださいましたが、女性が多かったです。 

「一眼レフ撮影レベルアップ講座」というのは男性が多かったです。 

女性は若い子育て中のお母さんが、子どもの写真を撮りたくて参加してい

る方がいらっしゃいました。パソコンやインターネットは大体半々ですが、

男性の方が多いという感じでしょうか。 

「群馬の伝統食文化講座」というのはやはり女性が多くなって、その中に

男性も参加しています。その中の男性は料理についてある程度レベルが高

い方で、女性の中でも料理ができるという方が参加しています。 

気象学や造園講座も男性が多く参加していました。図書ボランティアに関

しては女性が多く、その中に男性が何人かいらっしゃいました。 

区長会選出委員  もう一つだけお聞きしたいのですが、全部無料ではなく、教材費

とかでお金のかかるものはありますか。 

事務局   料理関係は材料費としていただいております。 

  パソコンは「パソコンを始めよう！Windows7 で」というのは、NPO 法人の

あいてぃ塾が行っているのですが、NPO 法人ですので、全くタダでという

わけにはいかず、自分たちでテキストを作って、それを受講者に配布して

いるので、テキスト代を 1000 円とか 1200 円とかいただいています。 

会長   群馬地区に市民活動センター・ソシアスが開いたことで中央公民館に何か

影響がありましたか。 

事務局   思い当たる節はありません。 

会長   では、両者とも成り立っているということですね。それでは、地区公民館

の方の説明をお願いします。 

～中央公民館長補佐が、平成 23 年度地区公民館事業実績について報告～ 

公募委員(A)  これを見ていると、外部の人間からすると素晴らしい事業をされてい

るという印象を受けました。 

公募委員(B)  内容的には色々なことをやっていて、地域に密着していますし、特色

ある活動だと思います。 

ただ、公民館の貸し出しに関して工夫している点・困っている点というの

は、利用時間を守らないとか、他人に迷惑をかけるとかは、使う資格がな

いのではないでしょうか。無料で貸し出ししているので、使いたい方はた
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くさんいると思いますし、その辺はもっと厳しくしても良いと思います。

公民館の利用団体の高齢化ということもあるので、中身の事業もそうです

が、一番利用しないと思われる 30 代、40 代あたりをターゲットにできる

工夫がこれから必要なのかなと思います。 

吉井地区選出委員  各公民館が具体的に色々とやられていますが、地元に結び付け

て考えてみると、私共の公民館はすぐ隣に図書館がございます。 

図書館は不特定多数の人が自由に入れるところです。 

公民館は講座を組んでやっているところが多いということと、講座は個人

的になってしまいますし、個人が学んで地域に影響をしているとは言えず

大体個人的に学んでそのままで終ってしまうという形が強い気がします。 

文化協会というのが 60 団体ありますが、その中の 36 団体が公民館の利用

団体です。文化協会の半分以上が公民館でお世話になり、一つの団体の練

習場所になっていて、公民館としての実際の価値観というか、地域への影

響というか、個人を通じて生活の潤いになっているという形を考えれば結

構なのですが、少しそこに距離感があるように感じています。 

防災訓練が私共の中では少ない気がします。 

吉井はあれだけの地区でありながら、一つの公民館で全体を間に合わせて

いますが、先程ありました五つの併用されている地区での建物を利用して、

地区公民館という形になった場合、校区となりますと七つですけれど、せ

いぜい一つから五つに増えることになるのだと思います。 

公民館によって地域の範囲が決められると、身近な感じになってくるのか

なと思います。ですから、五つの地区がまずは新しい方向に向って動くの

ではないかと地元のことを考えながら聞いていました。 

新町地区選出委員  細かく色々とお話をお伺いしていると、色々なところで色々な

ことをやっているのだなということを強く感じました。 

子どもを育てる教育をするということであれば、もう少し夏休み等の期間

は、公民館等の場を利用して勉強しよう、と先生方も多少楽ができるよう

な方法を考えてもらえるようにもっていけたらと思います。 

会長    塾よりも公民館という風になると良いですよね。 

群馬地区選出委員  それぞれのところで色々な講座を開くことについて、それぞれ

の講座に合った地域の人材を相談しあいながら見つけ、うまく活用してい

てとても良かったと思います。 

箕郷地区選出委員  これを見ると箕郷公民館が中々出ていないなと思いましたが、

色々と一生懸命やっているということは聞いています。 
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地域づくりの団体と公民館がまだくっついていないところがあるので、他

の地区公民館と差が出ているところもあるのではないかと思います。 

倉渕地区選出委員  第 11 回道祖神の里めぐりも、単に公民館と中学校だけでやって

いるのではありません。今年は中学校と公民館と民間のはまゆう山荘さん、

地元の飲食店にご協力いただきました。 

当日倉渕小学校が道祖神の里めぐりを主催していただいて、私どものボラ

ンティアで公民館の庭でおきりこみ祭をしました。倉渕のおきりこみを宣

伝するために、道祖神めぐりをした後は公民館に来ておきりこみを食べて

ください、という仕掛けをして良かったです。 

昨年はあまり人数が来ませんでしたが、今年は何百人も来たので、地元の

経済にも効果がありました。それが一つです。 

もう一つがクローズアップ倉渕のほたるの鑑賞です。 

これも相間川温泉とはまゆう山荘に高崎のいくつもの幼稚園、保育園の方

に泊まりで来ていただいて、今年はほたる籠を実践していただきました。

何か変化をつけて、公民館の主事が仕掛けを作り、色々な団体を引っぱっ

ていって、新しいものを取り入れています。館長さんをどんどん引っぱっ

ていってくれています。そういう仕掛けがあるので、私たちも非常にやり

やすいです。こちらの要望も聞いてくださいます。 

地域の公民館がイコール地域経済の役目もしています。 

夏場は旧高崎の幼稚園から 1500 人来て、そのうちの 3分の 1くらいがは

まゆう山荘に泊まりで来ていただいていますから、公民館が地域経済とか

なり結びついていると思います。とりあえず、今は良い方向に進んでいる

と思います。 

会長   戦後改革のときに、公民館設置の目的は民主主義の方向や色々な教養を学

んで、地域の産業を興し、地域の人が豊かになること、と書いてあります。

倉渕はそのとおりですね。地域を潤すことは正しいです。 

ここにも書きましたが、ある特定のグループの先生が、会場費がタダだか

らと言って講座を開くことが実は営利なのです。 

学識経験者(B) 数日前、新聞に文科省が全国の公民館の実施事業の推進予算を付け

ていると載っていましたので、ぜひ何か新しい切り口で応募していただき

たいと思いました。 

部屋が足りないということが気になっていたのですが、図書館を使ったり、

保健所が空いたりするのではないかと思います。新しい施設ができたので

すから、残りの部屋を管理下に置ければ、市民開放ができると思うので、

これだけの皆さんの学ぶ気持ちがあるということを、市政に働きかけてい

ただくことも役目かなと思います。 
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会長   前半のことについてもう少し情報を知っていらっしゃれば、お願いします。 

中央公民館長   昨年文科省の方が前橋に来た時、また我々が松本へ行った時に、そ

ういった事業をやりますという情報提供はいただいております。 

いくつかの公民館が、連携して事業をやるというところに補助金を出すと

いう話も聞いています。実際できるかどうか分かりませんが、公民館で興

味をもっている職員もいます。 

まだ案が出たばかりなので、10 月に松本へ行った時に、職員が興味を持

って文科省の方に情報を聞いていたということはございます。 

学識経験者(B) 補助金をもらった事業を欲しがるということではなく、私はこれだ

けの答申を含めて、中央公民館あるいは地区公民館の事業を年度末にきち

っと検証して、皆の認識を高めているという活動を文科省に知らせる為の

補助資料としてすごいと思います。 

なおかつこういう新しい事業をしたいというような申請をすることで効

果があると思います。実績を踏まえて応募してほしいです。 

特に高崎市は公民館活動が盛んなので、社会教育団体からは表彰されてい

ますけれども、これからの文科省を意識していただく良い機会かなと思い

ます。 

会長   昨日と今日の新聞で文科省情報では、公民館に家庭教育の拠点づくりを移

したいと明確に言っています。 

7 ブロックの中で昨年度研修したこと等を生かして、準備をやっていけば、

ブロックだったら地域連携もありますし、ぜひご検討いただきたいです。

部屋の数のことですが、実は毎年毎年少しずつ公民館の利用者率が下がっ

ております。中央公民館だけでなく、地区館全部含めてです。 

どうしたのだろうということで、私も調べてみたところ、県内の 35 市町

村からデータをもらいまして公民館の面積を利用人数で割ってみました。

すると 1年間で 1平米あたり、大体 25 人～30 人くらいが県内の平均値で

した。高崎は 38 くらいの数値が出てきています。実際に増やしたくても、

事業ができないという実態があるので、やはり１小学校区１公民館を早く

作らないと、住民の学習要望、地域づくり要望に応えられる範囲をはるか

に超えてしまっていると数値的に実証できそうだということが、昨日計算

して分かりました。 

学識経験者（A） この資料に関しては、充実していて有り難かったのですが、それぞ

れのリストに小さく括弧でもいいので、どこの公民館かと書いていただけ

ると私も助かったかなという気がしました。 

こちらを拝見させていただくと、とても面白い事業がたくさんあって驚か

されるくらいでした。 
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私の主観的な印象では公民館の活動に参加なさる方々の中には 20 代、30

代が少ないのではないかと思います。 

特に子育てに関わっている方は多いでしょうけれども、20 代、30 代の独

身の方は認知されにくい状況なのかなという気がしています。 

私が先程面白い事業があると申し上げたのは、20 代、30 代の独身の方の

中には、とがったセンスの持ち主の方が結構いて、そういう方たちが飛び

つく内容が結構ありそうな気がしました。 

染め物もわりと 20 代のハンドクラフトが好きな方というのは反応するは

ずです。事業内容は革新的なことをついているはずなので、むしろ見せ方

の部分を変えていくと、20 代、30 代の独身の方たちが反応を示すような

やり方をできるのではないかと思います。 

会長   公民館はどうしても学習スタイルにならざるを得ないので、染料植物園な

り、タワー美術館なりと連携して、高崎市内の色々な資産を公民館がコン

トロールしながら市民の多用な参加の方向をこれから考えていくのも大

きな課題かもしれません。 

区長会選出委員  この表を見ますと、私のところでは、すでにいくつか実施をして

いるものもあります。確かに実施すると住民の交流が図られて非常に良い

と思います。私のところでも普段は交流がないのですが、こういうことを

実施することによって、20 代、30 代は割と少ないですが、普段あまり顔

を見ない方が出てきてくれて交流があることが良いかなと思っています。

もう一つは自主防災をどうしても立ち上げたいので、今準備中なのですが、

口で言うほど中々簡単にはいかないのですが、24 年度中にはなんとかと思

って今頑張っております。 

公民館の補助金が以前は 5000 円くらい出ていたが、出なくなってしまい

ました。色々なことをやっているので、お金がかかるので、ぜひその辺を

また考慮していただければと思います。 

会長   切実な問題かもしれません。それは市の社会教育課や中央公民館が用意す

るだけではなく、他の事業の方法があるという情報提供することも役目で

すから、自分のところでこういう方法もあるかもしれませんという情報を、

地区館が地域に返してあげると、地区館の信用度はもう少し高まるかもし

れません。 

ユネスコ協会選出委員 この運営審議会で事業報告について第三者評価を受けるとい

うことで、本当に素晴らしいという一言です。 

中央公民館を中心に指導的な事業をしていて、地区公民館がより一層地域

に密着している気がして素晴らしいと思います。各公民館長が参考にでき
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ると思うので、できれば館長会にも答申の付帯資料として提出したら良い

と思います。 

事務局  明日の館長会には間に合わないと思いますが、来年度の研修会等に使いた

いと思います。 

会長 各公民館の主事や、地区の運営推進委員さんにもさし上げたら、動きがわ

かりいいと思います。

副会長  特に地域の人材発掘という点から見てみると、色々な館で地元の人たちを

講師にして事業を運営していこうという働きが見られることは非常に素

晴らしいと思います。 

色々な公民館がこれから地域主体の公民館をやっていくのに、どうしても

人材が不可欠だと思いますので、素晴らしい運営をされていると感じまし

た。自分たちの地域の公民館の名前が出ていないというお話が先程ありま

したが、これはたぶん主事さんが報告する時に、すごく控えめな主事さん

がいらっしゃって、自分たちがやっている事業を自信を持って報告してい

ないのではないかと思います。自分たちはこういうことをやっているとい

う報告の仕方に問題があるのではないかなと思います。 

私のところの館長には、うちは頑張ってやっているよ、という話を聞いて

実際見てみると一つも名前が出ていないので、たぶんそういうこともある

のではないでしょうか。 

この間 7ブロック研修会の発表を聞いていまして、ブロックの主事さんが

本当に PDCA をうまく混ぜながら、将来的なことまでをプランに入れて、

目標に対してどうやってきたかというアクションについてまで素晴らし

い発表でした。せっかく良い発表をしているのに、主事さんが新任であっ

たり等色々難しいこともあるのでしょうけども、どうもいま一つインパク

トを与えないという辺に出てきているのではないかと思います。 

館長さんと主事さんがもっと密になると、ここに出てくるものも、もう少

し表現の仕方が違って、うちの公民館はこんなに頑張っているんだ、とい

う報告になるのではないかと感じました。各館素晴らしいことをやってい

るので、本当に敬意を表する次第です。 

会長   発表方法の研修が必要でしょうね。 

では、（1）から（3）のことが終りましたので、その他のことについて事

務局からお願いします。 

４ その他 

事務局 前回の審議会の議事録の公開についてご報告いたします。 
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2月 8日開催の第9回公民館運営審議会の議事録について各委員さんに確

認の通知を差し上げましたところ、数名の委員さんから一部修正の連絡が

ありました。現在校正しておりますので、後日ホームページに掲載いたし

ます。再度資料をお配りしませんが、ご確認ください。 

それから、現委員さんの任期が 6月 30 日で満了するのに伴いまして、5

月に事務手続きを進めさせていただきます。ご承知おきください。 

次年度の審議会の予定ですが、第1回の審議会は7月を予定しております。

日程が決まり次第通知を差し上げますのでよろしくお願いいたします。 

会長   委員で公募がまたありますが、他の審議会に応募しない場合には応募して

くださっても結構でございます。ただ通るかどうか分かりませんが。 

またお近くの方をご推薦ください。知っている方が推薦してくださった方

は信用があります。皆さんの議論につながりますので、ぜひお二人ご推薦

ください。 

みんなの図書館というパンフレットをお預かりしました。被災地とか第三

世界のアジアやアフリカとか、中々自力では図書館を持てないような厳し

い地域に図書館をつくろうという活動をされている方のチラシをお配り

しますので、参考にされる方はお使いください。 

最後に閉会のご挨拶を副会長からお願いします。 

副会長   おかげさまで答申もできましたし、各館の報告、中央公民館の報告もでき

あがりました。ありがとうございました。 

2 年間という任期の中、皆さんに大変ご協力いただきましてありがとうご

ざいました。これで終わりにしたいと思います。ありがとうございました。


