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平成 23・24 年度 第６回公民館運営審議会 会議録 
 

開催日時  平成２４年７月１９日（木） 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 ２階 第１集会室 
 
議題 

１ 平成 23・24 年度答申作成にむけて 
２ 平成 24 年度公民館運営審議会日程について 

３ 専門委員会について 

 
公開・非公開区分  公開 
 
出席委員（1７人） 

 熊倉浩靖会長・荻原馨副会長・宮崎幸二委員・江原容子委員・岩田満委員 
小此木正信委員・樋口克己委員・髙橋照男委員・堀口順委員・関正委員 
青柳孝義委員・新井實委員 ・岸敏郎委員・櫻井信治委員・八木雅子委員 

 
欠席委員（3人） 
   小屋美香委員・友岡邦之委員・吉村晴子委員 
 
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 
   柴田彰中央公民館長・岡田薫館長補佐 進藤丈直館長補佐 

矢島繁社会教育課長補佐・間野夫佐代主査 
 

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 
 

平成 23・24 年度 第６回公民館運営審議会 議事録 

 
会長  今回は、2年目になりますので、高崎市生涯学習推進計画を踏まえ、地域の拠

点施設として、心豊かな活力ある地域づくり・人づくりを進め、地域力を高
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めることができる公民館のあり方についてという諮問に対して皆さんのご意
見を聞いて答申をしていく形になります。 

    この諮問の表題を見てもおわかりのように、新しい生涯学習推進計画は、     
地域力を育むというテーマをもっている地域の拠点、地域づくり、地域力を
高める、度々地域という言葉が出てきています。公民館運営審議会は、館長
会からの諮問に対して答えるわけで、中央館は除いて、43 の地区公民館のあ
り方について皆さんの意見をまとめて答申提案をしていくものです。 

    43 の公民館、あるいは 58 の小学校区を主とした地域活動の拠点、学びを通し
ての地域活動の拠点としての公民館のあり方はどうしていったらよいか、総
合的にご意見をお伺いしていきながら、大きく取りまとめ、大きな提案とす
ぐに改善をしていただいた方がいいという細かな提案をセットにした形で答
申ができればいいと思っています。今回は 2 年目になって初めてですので、
この一年間に経験をしたことや、普段思っていることを率直に出していただ
いて、どうまとめるかということは、次回以降に、専門委員会も設けますの
で、整理をしていきたいと思います。 

    発言の順序ですが、通常ですと議会からの意見は最後に取りまとめる形で大
局的なご意見をお伺いすればいいのですが、堀口委員さんは、2年目に変わら
れているということもありますし、ＰＴＡの会長をされたり、様々な形で社
会教育にも深く関わってきている委員さんですので、議員という立場でなく
て、種々ご意見もおありでしょうから、まずは堀口委員さんから口火を切っ
てもらいます。 

 
市議会選出委員 公民館活動に対しては、日頃から大変お世話になっております。や

はり、地域の拠点であるということが、ポイントになると思います。そん
な中で若干地区公民館によって、ばらつきがあるのかなというのが率直な
意見です。地区により特色があってしかるべきだと思うのですが、統一し
たものがどの程度あるのか、どういう形で進めているのか、まだ私も見え
ていない部分があるので、皆さんのご意見を聞きながら考えていきたいと
思っています。 

 
会長    ばらつきがあるということを是正していくという形で、数多くの研修を

行っているわけですが、公民館と支える地域の皆様方の間がうまく繋がっ
ているかということを皆様方から検証していただくことがとても大切だと
思います。 

     それでは、2人の公募委員さんから 1年間この会議に参加して、また振り返
ってみて、公民館のあり方等についてご意見をお聞かせください。 

 
公募委員（Ｂ） 1 年間関わってみて、活動範囲が広くしっかりしているので安心しま

した。去年東日本の災害のことがあり、公民館がとても大事だと感じ、高
崎市は全国的にみても公民館の位置づけが恵まれているので、活用するべ
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きだと感じました。それには、防災の拠点としての位置をもう少ししっか
りとしていくことが、必要だと思いました。小さいことからすれば、さみ
しい孤独な老人の方が、体が不自由でも積極的に公民館に来られるような、
学ぶだけでなくて、お茶のみにいけるような、地域と接触できるようなそ
んな環境がつくれたらいいなと思います。 

 
会長    居場所としての公民館、防災、減災の拠点としての公民館、これはまさ

に地域力そのものですので、重要な視点だと思います。 
 
公募委員（Ａ） 群馬ＮＰＯ協議会の会長になって思うのですが、ＮＰＯが群馬県で

７４０あって高崎市だけでも２００以上あります。公民館を使える、使え
ないの違いはありますが、これだけ公民館があって、定期利用団体にＮＰ
Ｏがひとつも出てこない。すごく寂しいなと感じています。地域で色々な
活動をすることも大切ですが、広める活動も含めてＮＰＯは存在している
と思いますので、それがいろんな所に飛び火していくことが、地域力を高
めることや、地域づくりにつながってくると思っています。 

 
会長    重要な視点だと思います。いままで、実感をもってそれに関わっている

人が、委員さんでも各団体でもいなかったので、なかなか踏み込んだ議論
になっていなかったと思います。 

      関委員もＮＰＯ「倉渕ほたるの会」などで、公民館は比較的お使いにな
っていますよね。 

 
倉渕地区選出委員 はい。 
 
会長    地域性でしょうか。倉渕ではＮＰＯが盛んに公民館を使用していますよ

ね。 
       
会長    今回群馬地区に『市民活動支援センター』ができて、社会教育課と地域

行政課と両方が執行権をもった窓口ができました。もう少し公民館はＮＰ
Ｏが使えるのではないか。各地区館はＮＰＯについて勘違いをしているの
ではないのかということが、少し解けてくれればよいのかなと思っていま
す。 

  実は、高崎市は 3年目になるのですが、「ＮＰＯボランティアフェスティ
バル実行委員会」を作っていたので、今年度は、県を通して国の補助金が
つくようで、フェスティバルを旧市町村単位でやってみましょうというこ
とになったようですので、桜井委員が言ったことが、具体的に絡んでくる
と、答申が早期の実行と定着に繋がるかもしれませんので、注目して、Ｎ
ＰＯの方からご指導ください。 
各地区の状況ですが、榛名に新しい下里見公民館ができ、動き出しまし



 4

たがどうですか。 
榛名地区選出委員 まだ、先月からなので本格的な活動にはなっていないでしょうが、 

徐々に動き始めているようです。いままであの地区は公民館がなかったの 
で、公民館に対する意識がこれから育っていくのではないかと思っていま 
す。地域住民にどれだけ公民館活動が浸透しているのかということが大事 
だと思いますが、それをいかに広めていくか、また小学校や幼稚園が近く 
にありますので、それとの連携もいかにしていくかが課題だと思います。 

 
会長    次回の審議会では、下里見公民館を拝見させていただきます。 
     全体で一つの公民館を持っていた所に、もう一つの公民館ができたことに 

より、榛名地区の人々の学習と地域拠点がどのように活力が出てくるか他 
地域の参考にもなりますので、見させていただきます。 

        
会長    群馬公民館が公民館として閉館になり、市民活動センターができ、他の

公民館との関係はどのように動いていますか？ 
 
群馬地区選出委員 群馬公民館で利用していた団体は市民活動センター「ソシアス」

でそのまま利用して活動をしており、施設が広くなり、使いやすくなった
と喜んでおります。多くの人が利用するようになったと感じております。 

 
会長    それはいいことですね。施設が足りないとか、児童館を公民館に変えた

ことにより厨房が足りないとかありましたが、そのようなトラブルはあり
ませんでしたか。 

 
群馬地区選出委員 上郊公民館も調理室をリフォームしていただき、とてもいい環境 

になりました。子ども支援事業をやっているので子どもたちでにぎやかで 
す。図書室も新たにつくっていただきましたが、利用はこれからです。 
個々の利用は、公民館だより等見ていると、それぞれの所で子どもたちを
対象にした色々な行事が計画されいるので、多くの子どもたちが参加すれ
ばいいなと思っています。 

 
会長    桜山については、地域の皆さんはどうですか？桜山小学校ができました 

が、堤ヶ岡だけで、桜山には公民館がないわけですが、その辺どんな感じ 
ですか。 

 
群馬地区選出委員 いままで堤ヶ岡公民館を使っていたわけですので、問題はないと

思います。 
 
会長    吉井地区はどうですか？ 
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吉井地区選出委員 地域の公民館運営推進委員会として、今のところ難儀する問題は
ありません。公民館の自主事業も数多く設けられており、先日「寿大学」
年１０回のスタートとしてヴァイオリンの演奏とトークをさせていただき
ました。音楽を聴いてゆったりとした気持ちで後の行事に繋げようという
思いでしょうか。今、公民館の活用について、定期利用団体また一般住民
からも、特に不満のない状態であります。他の地域については、「井の中の
蛙」にてわからず、市全体の理想に向かって考えること乏しく、交流を深
めれば自ずとして見えてくるのかなと思います。他の地域においては、皆
さん穏やかに活動されておられるよう感じます。 

 
会長    全体が広がったわけですから、地域を見直すためにも他の地域といろんな

形で交流が広まることが大切ですね。吉井の場合には、いままでかなり小さ
い単位でした。他の地域で言うと町内公民館単位で活動していたわけですが
それがなくなりましたので、その辺で住民の方々が戸惑われていませんか。 

 
吉井地区選出委員 それは、聞いていません。それを逆に言うと、そういう目で見てい

けばそれなりのことが発見できるかもしれません。 
     
会長    箕郷の状況はどうですか 
 
箕郷地区選出委員 箕郷全体でやっている事業もありますし、小学校区でやっている事

業もあります。また、小学校区に一公民館ということが住民にあまり知られ
ていないように思います。地域づくり活動協議会が各小学校区単位で立ち上
げられ、それに絡み、生涯学習推進員も小学校単位であります。 
地域づくり活動協議会などは、三校合同ですると金額が減額されてしまうの
で難しい面もあります。箕輪小学校区では、ほたるの会というのがありまし
たので、それを核にして色々な活動を出しあってやっております。 
車郷小学校では、各学年一クラスなので、運動会は各住民が入り合同でやっ
ています。箕郷東小学校ではちょっとうまくいっていないのですが、検討し
ています。各区域で、色々な問題や課題があると思います。 

 
会長    中央公民館長の所管任務ではないのですがお聞きします。六郷校区と、北 

部校区は芸能祭や文化祭をよく一緒にやっていますが、地域づくり活動協議 
会はそれぞれの単位にお金がおちてそれを上手に使ってやっている気がする 
のですがどうですか。 
 

中央公民館長 地区の公民館運営推進委員会にも出させていただきましたが、それぞれ
交流を図ってもらって、それぞれが地域づくりの所で活動されているとは聞
いておりました。 
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会長    住民自治に最低限必要なお金をそれぞれ校区にきちんと分けましょうとい
うことですから、それを組み合わせて三校区で一つの事業を行う、三校区で
二つの事業を行うという智恵を出したほうがいいと思います。 

     不正ではなくて、他の学校区でも人が少なくなればそうだと思います。 
     四つか五つの校区が集まって、対抗戦をやることによって、実はいい結果が

出ていると思います。 
 
副会長   六郷地区は、芸能発表会と運動会が二つあります。一年ごとに交替で担当

しています。今年は芸能発表会が六郷地区で、六郷小学校の体育館を借りて
やります。運動会は北部小学校の校庭を借りてやる。六郷公民館が主催でや
る時には北部公民館は協力という形で去年はやったようです。今年は 28 日、
29 日に運動会の実行委員会があります。去年の反省もありどういう意見が出
てくるかわかりませんが、例年でしたら、一昨年まででしたらその補助金が
そっくり使えましたが、合同ですると減額されてしまうということなので、
今年は他の地区は協力してやりましょう。そうでないと大会ができない。子
どもが少なかったり、参加者がいなかったりで運動会は縮小されてしまう。
芸能発表会も30団体くらい出ているのが半分くらいになってしまいできなく
なる。ということも考えられる。行政側がきちきちとやると、地域の人たち
がやりたいことが抑えられてしまい、身動きできなくなるようです。六郷地
区は公民館長や実行委員会の人たちが話し合い、去年はそういう形でしたよ
うです。各町内で、それに対してお金を拠出し領収書をきる時に、北部公民
館主催だとか六郷公民館主催だというと、なんでそこの主催の時に我々の町
内のお金を使うのだということが出たので、区長会の会議の時にそのことに
ついて皆さんに理解されるようにした方がよいと意見が出ていました。      

 
会長    とても重要な問題だと思います。地域力と地区とは何かという時に整理し

なければならない課題かもしれませんね。 
 
会長    新町はどうでしょうか。 
       
新町地区選出委員 地域の公運推の動きだとか、公民館長の公民館運営推進委員に対す

る考え方等を聞いてきて、今までどおり、カルチャーセンターではないです
が、そんな思いが強い。地域の公民館は地域の課題をみんなで持ち寄り、そ
れを一つにまとめるというふうな形でやっていくのが本来の姿なんだろうな
ということを、公運推の中に私も出させてもらい、様子を見させてもらい感
じました。そして公運推に入ることがいいと思い、24 年度は入れてもらいま
した。出て感じたことですが、事業の提案が出されたときに、それに対して
委員さんから発言がなくて、これでは、まとまっていいことができないので
はないのか。地域づくりの補助金が出ているわけですが、新町は公民館がひ
とつですから、もう一つ第二小校区へ作らなければならない。公運推の中に
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も第二小校区の人たちが出てきていますが、行政まかせ、公民館長任せで話
が具体的に進んでいかない。規約の中に公民館活動を推進していくのに部会
を作り進めていくこともできるとありますから、部会でもって具体的に話し
合いを出して推進していくのがいいのではないのかと思い進めています。地
域の予算が配分されているものを地域の課題を解決するために使わせてもら
いましょう。いいことだからぜひやりましょう。そういうことを進めつつあ
ります。公運審の我々も立ちいって中に入っていかないと、例えば、答申が
出たものを活用するためにどのように各公民館に下ろしていくとか、それに
対する公民館長の認識はどうだとか。それが丁寧にされないと、今までのよ
うな運営の仕方では、委員の人たちも発言をするというきっかけをもてない
という現状です。でも公民館活動としてクラブとか沢山していますが、そう
いった力も借りながら、地域づくりをしていくのが一番です。特に合併した
町ですので、みんな中心の方に向いてしまっているのではいけない。いま地
域が寂れてきている。地域づくりをしていくためにも、地域課題と引っ掛け
て、各グループが横の連携をしていくような体制をつくっていけば公民館活
動はいい線をいくのではないのかと考えて進めつつあります。 

 
会長    公民館運営推進委員会要綱準則には、確かに、学級・講座部会、地域おこ

し部会、図書活動部会、広報活動部会、体育･スポーツ部会、その他必要な部
会を置くことができるとあります。小学校区単位で動いていたから、このこ
とに繋がって、体育振興会の皆さん、環境保健委員の皆さん、民生児童委員
の皆さんが核になりながら学校区単位で色々なことを動かしていけばいいん
だよ。その受け皿の場、協議をしたり、皆が集まる場として公民館があって
公民館だからやるべきことについては学習をしながら課題解決していきまし
ょう。実際に動かすお金は、まずは地域づくり活動協議会から出ているお金
を使いましょう。どうしても足りないときは、公共の政策としてお金を入れ
ていく。一年後二年後になるかもしれませんが。そういうステップで動き出
すような形に、運営推進委員会や地域づくり活動協議会が動けるような仕組
み、その場としての公民館の位置づけを明確にするということが大切だとい
うことですね。そのためには、外から言っているだけではだめで、自ら公民
館運営推進委員にならなければだめだ。それぞれ皆さん地域の推進委員さん
や地域づくり活動協議会のメンバーになっていると思いますので、ますます
そういう形で繋がっていくことが必要なんだと思います。幸い行政側も合併
のことが一段落して、社会教育課と地区公民館と地域行政課と更に社会福祉
協議会も関わって、それぞれ本来の専門的な仕事をしながら繋がりをもって、
具体的な形が見えてくるのは、地区の公民館をターゲットとした学校区なん
だよということが徐々に見えてきたので、皆さんが関係する協議会に入って
いただきたいと思います。 

      社会教育課で所管する生涯学習推進協議会で推進計画を作った後に、活動
のてびきを作りました。ただどちらも硬くて抽象的。とてもきれいにできた



 8

けれど、きれいでよかったねで終わってしまう。生涯学習推進員さんがいき
なり言われてもあんなすごい活動はできないと逃げ腰になっているので、地
域のみなさんのまとめ役になってください。というので生涯学習推進員の手
帖を作りました。これを作っている時に、地区公民館長の活動のてびきや公
民館運営推進委員会の活動のてびきを皆さんが作ってもらうように働きかけ
ないとまずいのではないか。推進委員会はこうに動くはずですよ。そのため
には一年目にはこんな計画で公民館を見てみましょう。見た結果こうです。
そいうことが必要ですね。 

     次回以降具体的につめていきましょう。 
     ありがとうございました。 
 
倉渕地区選出委員 年々公民館も事業が多くなっています。今年館長が変わり、私の方

から提言してＮＰＯも取り入れて、公民館と共催事業もやれるという認識も
させていただきました。公民館運営推進委員の方との横の連絡が、ちょっと
薄いと思います。館長から事業の連絡があり色々参加しています。高崎市の
公民館運営審議会委員と地区の公民館運営推進委員とのギャップが職員の中
にもあるのかなと思いました。例えば私がこの会議の報告をします。話をし
ても、あまり館長は認識がないと感じました。内容的には、もう一段地域力
を高めるには、例えば公運審に地域から一人出ているだけなので、地域の人
が知らない。何か事業がある時に館長から、公民館運営審議会委員の「○○」
ですと紹介くらいさせてもらうといいと思いました。他の公民館でも。 

    
新町地区選出委員  この審議会と地域の公運推との連携は、お互いにどう認識している

かということですが、私はこういう話は地域でしたときに、話を伝えるので
はなくて、中へ交じって色々と意見をいう中で、この話し合いの結果を蔓延
させる方がいいと思う。色々な行事の関係ですが、新町サポーターというの
があります。あれは第二小学校区の保護者の人が一生懸命子どものことを考
えたのが発端で、第二小で組織ができ会員が沢山できて、新町全町で広めて
やる必要があるだろうという経過をとっています。今 600 くらいになりまし
た。合併して行政の最先端は区長会です。区長さん方にお世話になるので、 

     区長会との連携は大事です。またＮＰＯとの連携事業について、町民は全然
知らない。色々なクラブがありますが、新町の子どもたちや大人が入ってい
なくて、周辺の人たちが来ています。町として、そんなにいろんなことをや
っているとめずらしがられてもどうかと思う。 
地域との連携はクラブの人たちが来てただやっているというだけでは認識が
足りない。やはり区長会をとおして物事を進めていく事が大事。新町が高崎
の防災訓練のモデル地区になりました。報道では１６００人位は来ていたと
思います。その中心が私の住んでいる７区という一番低い場所です。氾濫す
れば水が来てしまうという危機を訴えながら、先頭にたってやりました。新
町サポーターの中でも出ておりましたが、色々と組んでやっていかなければ
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物事は進んでいかない。お互いがそういう認識をもってやり方等は考えてや
っていけばいい地域ができていくと思って進めています。 

 
会長    地域の主体となる方々から問題と連携の重要性が出てきました。 
     では、連携をしていく側の区長会からお願いします。  
 
区長会選出委員 私は榛名地区ですが、榛名地区の場合、区長会長が公民館運営推進

委員の委員長になっています。地区によっては、かなり差があります。 
     公民館に来るのに、交通の問題があります。来たいけれど行けない。各地

区にコミュニティセンター等あるのですが、そういう所についても、山間
部なので交通の便が悪く行きはよいが、帰りが大変。生き生きサロンもや
はり足の問題があります。 

         

会長    区長会と頻繁に公民館あるいは、公民館に関わる人たちが、いろんな意
見交換、情報交換をよくしていきましょうということは全体課題だと思い
ます。生き生きサロンについては、残念ながら地区公民館は対応ができま
せん。というのはホールが二階のため、町内公民館や住民センターを生き
生きサロンに使わせてもらっているのが実態です。 

     ここまで含めて全体の体系をどうつくるかが課題です。 
     山間部については、地区館をできるだけ細かくおきましょう。宮沢小校区

と久留馬小校区に一つ一つ置けるかはともかく、少なくても旧久留馬村に
は一つあっていいですね。下里見に一つできましたので、室田地区にどう
公民館をおいたら、榛名の皆さんが使えるか。それが一校区一公民館、で
きるだけ近い所に公民館があるべきですね。というのが前の前の市長の沼
賀さん以来のずーと続いてきている考え方です。近い所で集まって皆でや
るべきことは皆でやりましょうということですが。 

 

区長会選出委員 下里見に公民館ができて、前の区長が下里見にできたら次に久留馬
地区だと申し入れていたので、ぜひ作っていただきたい。 

 
会長    常任委員会に付託したい話ですね 
      一校区一公民館の時に公民館の設置基準がかなり緩やかになっていて 
      そのことよりは、今皆さんが使っていて施設で公民館として使える施設

を、一校区一公民館として整備をして皆さんの拠点を作ることが必要。
それで成功したのが群馬地区です。群馬地区は合併の時に児童館はすべ
て公民館にしてくださいと合併条件に入れて、それが公民館設置条例に
必ずしも合致しない部分があったとしても、まず公民館にしてそれから
直していきましょう。そして子どもたちだけに使わせるわけではないと
いうことを地域の皆さんに徹底させますというのが群馬地区の合併時の
交渉でした。同じようなことを各地区がうまくやっていくとよいと思い
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ます。同じように吉井地区も西、東のコミュニティセンターがあったり、
新町地区も第二校区にはコミュニティセンターもありますし、そういう
ことの対応を真剣に考えて、なにも綺麗ないい公民館を作らなければな
らないとなると行き詰まってしまうので、それを少し考えなければなら
ないというのがこの課題だと思います。 

 
長寿会選出委員 八幡地区では、会議の時利用をしたり、ダンス愛好会で利用してい

ます。昨年トイレを洋式にしてもらい助かりました。我々は年配なので二階
で会議をすることがあるので、経費はかかるとは思いますが、長寿センター
の様なエレベーターをつけてくれれば利用するのに助かると話が出ていま
す。 

  
会長    施設課題の中でできる範囲の整備と、難しい場合どう対応策を考えるか

という智恵の出し方がこれから大きな課題になるかもしれませんね。 
     新しい公民館は、できるだけホールを一階にする。新町の公民館も、北公

民館も、下里見公民館もみんなそうになっていますね。ただ何しろ 50 近く
ありますから、早く整備した所は、その当時としては一番いい考え方だった
んでしょうが、40～50 年経ってくると必ずしもそうではないということが
出てきているのは事実です。 

      
婦人会選出委員 公民館は古くなっていますが、皆さんよくきれいに使っていますね。 
     前回の審議会のメンバーで推進委員会に出席させていただきました。その

時は、資料が配られて、とおりいっぺんの話があり、ほとんど意見がなく
20～30 分位で終わりました。傍聴させていただいたのですが、聞く立場で
意見を言うことはできませんでした。それから新メンバーの選出をどうにし
ているのか。だいたい知り合いが同じメンバーが出ているようなので、公民
館長を交えてきちんと選出しているのか知りたいと思いました。高崎市の公
民館の資料を見ると、沢山のことをやっているのですが、取り合えず埋まっ
ていればいいのかなというイメージがありました。新しいことをやりたいと
話しても受けてもらえない。空いている部屋があるので、会議に使わせても
らいたいと話してもここは図書館だから使えないと断られました。その辺も
どうなのかなと思いました。また、長寿センターに何箇所か行きましたが、
長寿センターの方が活発かなと感じました。 

 
会長    とても重要な厳しい辛口なご意見ですね。 
 
婦人会選出委員 私は婦人会の方ですが、婦人会も衰退してきています。前の会長にた

またま学校を退職して暇なんだからやれといわれやっているのですが、新し
く立ち上げてメンバーは揃っているのですが、婦人会というイメージが、職
を終えたおばあちゃんのイメージを皆さんもっていて、それは違うと説明し
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ても中々伝わらないので、その辺を変えていかなければと思っています。 
    
長寿会選出委員 私は八幡地区ですが、今年から婦人会が解散したのですが、町内の活

動において大きく関わっていたので、その負担が町内全体にきて困りました
ね。婦人会の機能は必要だと感じました。 

 
婦人会選出委員 色々な事情があるのかと思いますが、全体的に縮小されてきましたね。 
 
会長    少子化だから子ども会がなくなるのはわかるけれど、長寿会も連合会に参

加しない箇所が増えてきたり、婦人会も減ってきたり、確かにガタガタして
いるので、学校区学校区ごとでそれなりにうまくまとめて、皆さんが機能を
発揮できるように公民館はもうひと働きする必要があるかもしれませんね。 

     そういう意識を館長さんもさることながら、主事という市の職員がもってい
るかどうかが大変問題ですよ。今の予算の配分だとまだ主事さんのほうが人
件費も含めて持っているわけですから、中々館長さんや地域の皆さん方のお
金だけで公民館をうまく運営するわけには行きませんから、その辺の意識改
革をしっかりもってもらったほうがいいかもしれませんね。 

    
ユネスコ協会選出委員 吉井が合併して今年から生涯学習推進員に選出されました。ふ

れあいサロンで月に一回、また慶祝会の企画にも関わらせていただき、地域
の拠点施設として町内公民館というレベルですが、合併地区で一小学校一公
民館にはなっていませんが、ゆくゆくはそういうことを期待しながらやって
います。 

 
小学校長会選出委員 社会教育課に 3年お世話になりました。合併で高崎に来て素晴ら

しいと思いました。今は夏休みのチラシがきていて見たのですが、楽しい行
事が沢山あり自分も出たいなと思いました。すべての公民館を確認していま
せんが、社会教育課の時に随分公民館のチラシを見て心動かされるものがい
っぱいありいいことだなと思いました。またその時に子育てを担当していま
したが、子育て世代というのは、公民館は地域づくりの拠点とすると、意外
と地域に関係している。地域をまたいでいるので、公民館のコーディネート
機能を使いそういう人たちをつないだり、結んだりして、将来の宝を育てる
力になれたらいいと思いました。年配の方々が力をもてあましていることを
感じ、小さい子、特に未就学の子どもと一緒に遊んでやるのもいいでしょう
し、昔の話をしてやるのもいいでしょう。だっこしてやるのもいいでしょう。
そういう繋がりがもてたらいいと思います。もうすでにやっているところも
あるかもしれませんが。今全国的にみても、虐待もかなりあり、親子のつな
がりがかなり薄れていることもあり、やはり日本がほこる資源をいっぱい皆
さんのパワーで生かす方法はないのかと常々考えています。 
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公募委員（Ａ） 子育て世代は今孤立している。親だけが家族で子どもを育てる。私も現
在子育てサロンをしていますが、子育て世代、特にマタニティーの世代は、
情報がつかみにくいし、その人たちが出ていく場所がない。親子学級も初産
の人だけなので、2 人目、3 人目は親子学級に参加できない。一番困ってい
るのは、初産の方よりも 1人目 2人目です。子育てサロンの中でも上の子が
いると参加できない。下の子が生まれたばかりだと参加できない。とうこと
も実際あって、子育て世代をとりまとめるのも難しいところです。新町サポ
ーターの話がでていましたが、子育ての講座を行います。と話したら新町サ
ポーターから５～６人前後出てきて、無料で託児を行ってくれたり、また調
理実習していた時もどんどんサポーターが参加してくれて子どもが何人い
ようが面倒見てくれて、地域性もあるのかもしれませんが、やってくれる所
もあります。その辺で子育て世代は孤立しているのですが、地域を越えて、
サポーターを補充することにより、子育て世代だけでなくて、年配の方も別
の意味の活動が生まれると思います。 

     小学生が出入りしておじいちゃんと囲碁をしたりしているのを高崎でもみ
かけます。これからそういう所が点在してきてくれたらいいなと思っていま
す。 

     
会長   そういう意味では公民館というのは、ひとつの場には確実になりますね。 
     群馬町の児童館から公民館へという動きはもう一度見直した方がいい事例

かもしれませんね。 
 
公募委員（Ｂ）子育てサポーターに絡んで、今子どもを見るためには、資格の面では

どうなのでしょうか。事故が起きた場合に責任はどこにもっていくのか 
 
公募委員（Ａ）事故などは、社会福祉協議会のボランティア保険に加入しています。 
     ひとり１５円位です。それを使いながら事故や怪我等対応しています。調

理実習は材料費の中に含ませています。多少の怪我等当然けんかもするし、
全て経験になるのでその辺は上手にしています。 

 
婦人会選出委員  その時に、親御さんはそれで納得しますか。 
 
公募委員（Ａ）納得したうえで預けてもらっています。事前に通知しておかないと問

題が起きてしまうので。よく勘違いしていると思うのは、託児があるから
絶対安心だと思っているようですが、外に出れば子どもは転んで怪我をす
ることもあるし、痛いから次から気をつけるという自己防衛を教えていか
ないとと思います。前置きをきちんとしておけば、親同士で問題になった
り、保護者からのトラブル等はありません。 

 
婦人会選出委員 それは、すごいですね。日本語が通じない保護者がいますし、みん



 13

な我が子一番ですからね。 
 
会長    実際に事業をどういうふうに展開するかについては、経験のある人が入

っていくか、新町サポーターのようにできている状況の中で合意ができて
いる所から広げていって、こういう形ならみんなできるよねということで、 

     それさえ認めない人は入れないということ。公民館も終わった後に来たと
きよりも美しくということができる人が使うわけですので、社会性をどう
確保していくかということも、公民館が昔民主主義の学校だといわれた原
点を獲得していくことだし、そこに数多く人が増えていくことが地域力だ
と思いますので、ご検討ください。婦人会再生計画です。 

 
会長    子どものことや、社会教育団体が数多く関わることや市Ｐ連の役割はと

ても大きいと思いますので、その立場も含めて、また全体的に思ったこと
でも結構ですのでお願いします。 

 
ＰＴＡ選出委員 親の立場で、子どもの居場所作りということを考えています。 

少子化といわれていますが、私の住んでいる東部小、塚沢小は児童数
が多くて、昔から多いので、学童にしても、地域差はありますが、普通で
すと 6年生まで預かってもらえるのですが、3年生までで、4年生以上は預
かってもらえない。ましてや一人親も増えており、働くなかで、子どもの
居場所はどうするか。公民館としてその辺の代わりはできないか。 

     東部公民館は子育て支援や、家庭教育の充実に関しての事業は沢山やって
いて、親子の体験事業もありますが、普段から子どもとの関わりを公民館
としてどうするかずうっと感じていました。 

     今年から、東部小校区の教育振興会の会長になり、地区の公民館運営推進
委員にも入ることができましたので、発言させいただける立場になりまし
た。館長さんについてですが、上限が 75 歳とありますが、東部小地区の館
長さんは一番長くご尽力されていますが、長い部分いい所はありますが、
一年一年の事業を斬新に時代にあったものをと考えた時に、新しい知恵を
入れていく中で、上限は決まっているにしても期間をもう少し決めていた
だいて、常に新陳代謝をした中で新しい取り組みが地域の活性化になるの
かなと感じています。 

 

会長    市Ｐ連が色々な形で、各単Ｐが積極的に公民館を使おうとか、居場所作
りに続けようとか見ていただくと随分違うかなと思います。先程から出て
きている居場所というのが、かつて文部省の事業名にあったのでなかなか
使いにくい言葉ですが、公民館のある部屋に行けば、どの世代でもある時
間まで、安心していられるよね。お互い知恵がつくよね。という部分がも
っとあってもいいのかな。あまり講座、実技、定期利用とかでしっかり押
さえるのではなくて、いつもある部屋が使えるのというのはいいと思いま
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す。北公民館の所で、狭いスペースですが、教室外にあって、みんなが意
見交換できるあれはいい試みだと思います。そういう所を各公民館が少し
ずつ確保する必要があるかもしれませんね。事務室も閉ざされでなく、も
っとオープンでみんなが入ってきて色々意見交換されていいのかなとそん
な事も一つ課題かと思います。 

 
会長   今までの意見を聞いて、市議会選出委員さん何かご意見ありますか。 
 
市議会選出委員 先程防災の話が出ていましたが、地域の防災拠点はまずは小・中学

校、それと公民館ですが、それがなかなか連携が取れていない。今現在そ
の辺の取り組みはどのようになっていますか。 

 
中央公民館長 特に取り組みはしていませんが、先日４号台風の時に、地域の方々が

避難をするようなことがあれば、随時受け入れてくださいと、台風が来る
朝に各公民館にお願いをしました。たまたま寺尾で決壊をしたというので
夜中に避難された方がいたと主事より連絡が入り私も出勤して対応をしま
した。全体の取り組みをどうするかということはまだないですが、意識付
けの中で各公民館が地域の中にあってそれぞれの地域の人に役に立つ場所
だということは、職員は今回の事で認識できたと思っています。 

 
市議会選出委員 市においても地域防災計画は、本来なら 3 月にはできあがる予定で

でしたが、色々な情況のなかで近々練り上がる予定です。計画書はあくま
でも計画書ですからその中で具体的に、どれだけ、地区公民館、学校、公
民館長、校長先生、地域の代表の区長等もうひとつ地域防災組織、他にも
色々団体がありますが、防災に対しての意識付けが群馬県人は、非常に希
薄な市民だと思います。 
地域においても何が起こるか分からないというのが現実です。新町地域の 

     防災訓練については、行政のトップの熱い思いと 7 区の区長さん、地域の
皆さんが危機感をもって取り組んだ結果、色々な方々が力をあわせて、本
腰を入れて 1600 人という素晴らしい成果が現われたのだと思います。 

     今後これをどう継続していくのか。練り直していくのか。公民館に関して
もできれば答申の時に、防災のこともきちんと一項目としてあげていただ
きたいと思います。 

 
副会長   地区の推進委員会の件はやはりこれからは改善していかなければならな

いと思います。私も町内の区長になりましたので、六郷地区の推進委員に
入りました。報告の中を聞いていて、自分たちが原案を作ったことと昨年
度の実績の報告だけで終わった感があります。年度計画も主事さんがプラ
ンをたてて講師等決めてそれを館長さんが確認をして決定しているような
ので、プランを立てるときの部会があるので、プランを立てた所で委員を
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集めてそこで審議をして修正するなりして提案していけばもっと皆さんの
意見が反映されると思います。 

     それからもう少し自己評価を工夫したらいいのではないのか。自己評価は
していたのですが、いい、悪いという抽象的な自己評価なので、館長、主
事が評価をするのではなくて推進委員会に投げかけて評価してもらう方が
もう少し充実したものに出来上がるのではないかと時々館長と話し合いを
しています。その辺のところが各館とも自分たちのやったことについての
評価がちょっと薄いかなという気がします。 

     一つ心配なことは、昔は六郷地区一つでしたが、児童数が増えて、北部小
地区と、地域が二つに分かれた。年配の人はいいのですが、住宅ができて
きて、若い世代の人はなんで北部地区なのに六郷というのか。名前に歴史
があるのを知らない若い町民の人がいるので、色々な行事をやるときに弊
害が出てくるのもあります。 

     また、防災は公民館がひとつの拠点ですが、何かの時にどこにいったらい
いのかわからない。避難地区は各小学校とか色々な所に出ていますが、あ
れの見直しはどうしているのか。 

     町内の方で防災訓練として、全員を集められないので、各長寿会や育成会
とか主だった団体と子どもたちにある所から歩かせてみたいなと思ってい
ます。訓練として本当にここの道でいいのかとやってみながら見直しを公
民館に提案をしながら考えていこうと思っています。 

     また、国際交流の関係で、地区公民館で大切になってくるのは、今までは
外国人の人が何世帯で何人いるということだけでしたが、今度どこの国の
人がどこに住んでいるというのがわかるので、情報が流しやすくなりまし
た。外国の人たちにも地域としてはカバーできるようなものを公民館も考
えていかなければいけないのではと思います。 

     六郷公民館で国際交流協会の人材を使って、外国の文化などを子どもたち
に教えながら、住民と外国人が普段から付き合えるような環境を作ってい
けば、何かが起きたときにお互いに手助けできるのではないかと思ってや
っています。他の地域もやっているとは思います。今高崎市では 4300 人く
らいの外国人の方がいますが、人口の割合からすると少ないですが、何か
の時に関係することもあるでしょうからその辺も考えていただけたらと思
います。 

 
会長    色々な意見が出ましたが、今日出た部分を整理をしながら、答申の形に

なるようにお返しをしていく作業をしなければなりません。 
     防災の話が出ましたが、実際に各公民館か学校区単位で本当に地域で使え

る計画をみんなで作っていくということは、運営推進委員会や地域づくり
活動協議会でできることで、そういうことがこれから大切なことです。 

     それから、防災に加えると、地域の資源といえば、景観計画とか、地域の
観光マップとか、どういう特技をもった人が何処にいるという人材マップ 
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     等色々できるわけで、地域地域で重なり合っているかわかりませんが、で
きるだけひとつの形にして公民館で掌握して多様な人々が参加をして地域
ごとのものを作って、相互に学びあったり使い合ったりしていけるといい
ものができると思います。   

     皆さんのご意見を聞いていて、そんな事を頭にしながら少しまとめていき
たいと思います。 

      
会長    今後どうやって日程を進めていくのか事務局から説明があります。その

前に、皆様方に答申を見ていただくには、誰かが原案を書かなければなり
ません。毎年毎年そのために専門委員会を作らせていただいています。今
回は、今日欠席ですが学識経験者（Ａ）さんと家庭教育選出委員さん、公
募委員さんお二人とＰＴＡ選出委員さん 5 人に会長、副会長が入り専門委
員会を作りたいと思いますのでご了承願います。 

 
事務局  今後の日程説明をする。    

  
会長   公民館運営推進員会に皆さん積極的に参加しているようですので、まだ入

っていない所がありましたら、推進委員にということをお話されてぜひ館
長や中央館からバックアップしていただいて審議会の委員さんが参加をし
て、生で見ていくことが必要ですね。 

     各地区からの推薦の審議会委員さんなので学識経験者という形で是非入っ
ていくように取り計らったらいいと思います。 

 
副会長   本日はお暑い中、皆様ありがとうございました。 
     新しく委員になられたました 3 名の方々よろしくお願いします。また専門

委員会に選ばれた方につきましては、これから色々とお手伝いをしていた
だく訳ですが、重ね重ねよろしくお願いいたします。本日はどうもご苦労
様でした。 

 

 


