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平成 23・24 年度 第７回公民館運営審議会 会議録

開催日時  平成２４年９月２１日（金） 午後１時３０分から３時３０分まで

開催場所  高崎市下里見公民館

議題

１ 下里見公民館の現状と課題について（見学含む）

２ 公民館主事研修について 

３ 平成２３・２４年度答申について 

４ その他 

・ 前回審議会の議事録について（報告） 

・ 高崎市公民館研究集会について 

・ 西部ブロック公民館研究集会について 

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・岩田満委員・小此木正信委員

樋口克己委員・髙橋照男委員・小屋美香委員・友岡邦之委員・吉村春子委員

堀口順委員・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・櫻井信治委員・八木雅子委員

欠席委員（２人）

   江原容子委員・高橋昌佑委員

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

   水野治雄社会教育課長・中島輝夫下里見公民館長・岡田薫館長補佐 

進藤丈直館長補佐・冨丘高行下里見公民館主査・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
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平成 23・24 年度 第６回公民館運営審議会 会議録 

１ 下里見公民館の現状と課題について（見学含む）

下里見公民館長より施設の概要の説明を聞いてから、冨丘主事の説明を受けながら施

設見学を行う。 

会長   今見学をした榛名の代表者として、榛名地区選任委員のご意見をお聞かせ

ください。 

榛名地区選任委員 すばらしい施設ができて、大変喜んでおります。先日も演奏会を

させていただきました。１６０人を超すほどの人が集まり大盛況に行われま

した。ただ、ホールいっぱいに人が入ってしまうと、見えなくなってしまう

ので舞台があったほうがいいのかな？とも思いました。しかし演奏会だけや

るのではないので、これは仕方ないのかと思っております。また、館長さん、

主事さんが一生懸命やっていてくださるので助かります。 

箕郷地区選任委員 すばらしいなと思いました。箕郷とは規模が違いますが、箕郷公

民館は築４０年以上もたっているので、雨漏りがしていて、羨ましいところ

です。 

倉渕地区選任委員 倉渕は今支所の１階を改修しています。また３階を改修し公民館

にします。来年、今の公民館と多目的集会所を壊します。そして、新しく道

の駅を作ります。倉渕の木を使うとのことです。ほぼ設計が出来上がりまし

た。色々見させていただき、これから参考にしたいと思います。何回がお邪

魔したいと思います。よろしくお願いします。 

ユネスコ協会選任委員 大変羨ましく思いました。自分の住まいの吉井地区でもこん

な施設ができればいいなと思いました。生涯学習推進員という立場で、地区

別の小さな集会所的な町内公民館でやっています。最近は高崎市の指導もあ

り、小学校区を単位としての活動をしなさいというのですが、集まるところ

がなくて、小学校の体育館を借りています。財政的な面を考えると厳しいで

すが、こういう施設が望ましいし、あればいいと思いました。 

区長会選任委員 久留馬地区に住んでいますが、この公民館ができた後は久留馬地区

だと聞いておりますので、この施設を参考にしていただきたいと思いました。

特に調理室の食器棚のアイデアはいいですね。 

会長   地域の皆様方を区長会がひっぱっていただかないと、なかなか拠点はでき

ませんので高崎市全体の区長会もさることながら、地域の区長会をひっぱっ

ていただきたいと思います。 
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公募委員（Ｂ） この建物を造る時に、どのくらい地域の人が関わって設計したのか、

運営してきたのか、できるまでの経緯を教えてください。 

下里見公民館長 私も２１年、２２年に、下里見の代表区長をしておりましたが、区

長会の中から公民館の運営委員をたちあげて、約２６名くらいですが、北公

民館、城址公民館等何箇所か委員で見学に行きました。どこがいいかという

ことになり、参考までに北公民館がいいということになり、間取りや色等基

準に考えてきました。 

会長   ここは運営推進委員会の７人の区長さんと、区長代理さん、これは次期区 

長さんですね。それと推進員全員と小学校の校長先生、ＰＴＡの方と、皆さ

ん入っていて推進委員がとてもよくできていますね。推進委員会は、どの程

度の開催をする予定ですか。 

下里見公民館主事 すでに１回５月に終わったところですが、必要に応じて館長、運

営推進委員長に相談しながら、開催していきたいと思っています。 

会長   推進委員会の制度はよくできているのですが、年度末、年度初めの２回だ

けの非常に形式的になっている。せっかく地域の皆様方が要望されたことが

事業に反映されたり、評価できたりしていない。新しいところだけにがんば

って模範を示していただけるといいですね。 

公募委員（Ａ） 最新のＩＨ設備が整っていると思います。調理室を見させてもらっ

て思ったのですが、この公民館だけの話ではないのですが、これだけの機能

が備わっているのに、機能を使うための道具が少なく、寂しい部分を感じま

した。特にオーブンが全てのテーブルについているのに、オーブン皿がない。

ケーキが焼けない。せっかくいい機能がついているのだから、使えるように

器具をそろえることができたらと思いました。 

会長   この地区は学童クラブが公民館の隣にできているので、比較的学童クラブ

と連携ができそうな公民館です。いままで連携、連携と言いながら、放課後

学童クラブや学校と連携ができていない状況が見受けられるので、是非先例

を開いてほしい。 

公募委員（Ａ） 以前勤めたところでは、学童と公民館の連携は多少されていました。 

    特に８月に子どもたちを対象にしたイベントが開催されるので、その際に計

画を４月・５月頃立てるのだと思いますが、館長が学童に来て、どういうも

のをやってほしいか子どもの声を吸上げて、企画を立ててくれていました。

他はわからないのですが、参考までに。 
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長寿会選出委員 駐車場が広いのにびっくりしました。またバリアフリーで、高齢者

には利用しやすいですね。いつも会議をするのに、２階で大変な状況ですの

で。また、舞台ですが、備え付けでなくて、２０センチ位の高さの物でもい

いからおけるようにしておけば、演奏会にしても、芸事にしてもいいと思い

ます。また放送設備がいいのが入っているのでびっくりしました。 

学識経験者（Ｂ） 遺跡が出て、この土地が古くから住みやすい場所だったというこ

とがわかります。地域の人が愛する施設だなと思いました。事務室も覗かせ

ていただきましたが、事務機器もあり先進の事務室になっていると感じまし

た。 

群馬地区選出委員 駐車場から入ってきて、入り口がスロープになっている。また、 

     調理室に入る下駄箱の所に、手すりがついていて、廊下にも手すりがつい

ている。これから高齢者が多くなり使いやすいように見越して作られたの

かなと感心いたしました。また、入ってきた所に公民館の役割がきちんと

掲示してあり、これは大変よいと思いました。自分たちは楽しむためにき

ているけれど、こういう役割で、こういうものができたのかなと意識改革

ができ、とても参考になり感心いたしました。 

会長    とてもよい所に気がつきましたね。これはどなたの発想ですか？  

下里見公民館長 主事です。

会長    ぜひ主事会議の中で話をして、全部の館が書いていく。工夫を示してい

く。こんな事業をこの公民館ではしているということを地域の皆さんにＰ

Ｒをしていく必要があるかもしれませんね。 

新町地区選出委員 明るくてとても良いと感じました。新しくできる施設は、年々趣

向がこらされてきて、大変素晴らしいと思います。感心したことは、図書

室のスペースが広く取られ、地域の人に本に親しんでもらえることはとて

もよいことだと思います。私のところでは、図書室がなくて、談話室があ

ります。談話室も、目的がなく来て話ができる場として、これも必要なス

ペースだと思っています。新町も公民館が少ないので、カルチャーセンタ

ーみたいなものにならないように、地域の人が気軽に集まれて話が自由に

できる場、口コミで横の繋がりを作っていくような地域づくりの先端にな

るようなそんな公民館がいいですね。 

会長    館長さん主事さんがもちろん頑張ってくださっていますが、この建物を 

作るにあたり、社会教育課の職員、また中央公民館の職員が黒子となって尽 
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力されたことも皆さんご理解していただきたいと思います。 

ＰＴＡ連合会選出委員 防災の拠点等を考えた場合、非常用の発電機などの防災関係 

の備えがどのようになっているのか、また、学校と隣接していますが、柵 が

あるので、学校との行き来はどのようにしているのでしょうか。 

下里見公民館主事 防災関係で発電機の件についてですが、現在停電になった場合は、 

照明などの必要最小限の電力を賄う非常用発電機がありますが１時間だけ

の発電量しかありません。避難所の役割で、一時的に人が集まった時に賄

う発電量はありません。柵の件は、私も柵がなければ、公民館と小学校の

一体的な利用として使えると思っておりますが。 

下里見公民館長 柵については、学校からの要望でセキュリティの面から車止め用の

バリカをつけてくださいと言われました。しかし、児童が公民館の駐車場

を通って、歩いて、または自転車で行き来するのはかまわないということ

で、鎖を一切つけないということです。 

会長   前半の問題ですが、非常用発電が１時間なのにオール電化で良いのか。

これから大いに議論があると思います。炊き出し拠点になるわけですから、

小さいソーラー発電で、ここで何かができるとか、ひとつだけボンベを用

意するとか、これは全市的に考えていかなければならないことなので、非

常に的確な質問だと思います。また、学校との連携で子どもたちの安全を

守りつつ、かつ連携を高めるためには、色々な事例を付け加えながら、こ

ういうことだったら可能だったねと皆さんが共有されていくことが、この

審議会のなかで議論が深められていくことがいいと思います。  

家庭教育選出委員 小学校に隣接という立地の素晴らしさにとても可能性を感じまし

た。特に図書室ですが、１４名の図書ボランティアさんがいて、地域の力

が生かされていると思いました。読み聞かせが平日の午前中のようなので 

     小さいお子さんを連れて図書室に定期的に来ることにより、顔見知りにな

り育児の相談ができたりと、図書室が談話室のような機能を持つ、子育て

中の親子さんの集まる場所になって生かされていくと感じました。 

     色々な可能性があると思うので、この素晴らしい設備が活用されることを

願っています。 

会長   子育て支援については、現在どのような動きがありますか。 

下里見公民館主事 夏に公民館主催事業で「リトミック講座」をしましたところ、来 

年からサークルでやっていきたいという動きがあります。また夏休みに地域 

の方の協力で「卓球教室」をやりました。今現在館長はじめ地域の方が指導
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をされている現状です。 

下里見公民館長 榛名町に「卓球クラブ愛好会」がありまして、そこにお願いしまし 

たら、小学生１０名に３名の人が指導に来てくれました。夏休中に６回行 

いました。その後「卓球クラブ」を作り小学生の子どもと大人が１０名位で

毎週やっています。私は卓球は素人なのですが、小学生の子どもと一緒にや

っています。  

副会長   素晴らしい施設ですね。入ってきて、すごく明るいというのはいいです

ね。建物が老朽化してくるとどうしても暗くなってしまう。人は明るいと

入りやすいでしょうが、暗いと入りにくい。どうしても古くなると仕方な

いことですが。施設面は皆さんがお話したとおりです。資料の推進委員会

のところで、区長さん、区長代理さんその他ＰＴＡ等２５名いますが、推

進委員さんの年齢の幅はどの位なのでしょうか。どういう年齢層なのでし

ょうか。 公民館を建設するにあたり地域の方の声を反映したということ

ですので、どの位幅広い方なのか教えてください。 

下里見公民館長 年齢的には、区長さんは６０歳前後、またこの地区の区長さんは若 

い方が多く現職で仕事をしている方が半分位います。子育連の方やＰＴＡの 

方は若いですね。それに民生委員さん。６０歳前ですかね。この地区の区長 

さんは、他に比較して特に若いですね。 

副会長   委員会の中で、「部会を置くことができる」とあります。部会が６個くら 

いありますが、委員会の人は割り振られて数名づつ部会に入って、中心にな 

りリードしているのですか。  

下里見公民館長 部会は地域の方々からも話がありましたが、地域づくり活動協議 

会の方で区長代理さんが中心になり現在｢ウォークラリー｣の関係を検討し

てやっています。部会は公民館運営推進委員会の方ではできていません。 

会長   運営推進委員会を作ったときと、地域づくり活動協議会を作った時と若干

時間差があり、地域の皆さんに混乱をもたらしているのですが、やがてこれ

は上手に統合しながら、公民館を拠点にして地域のいろんな活動ができるよ

うになっていくのが望ましいですね。 

学識経験者（Ａ） 印象に残ったのは、文化財の遺跡の展示が公民館の中にあるとい

うことと、図書室の機能に力を入れていることです。それは公民館では重要

なことだと思います。図書は図書館、文化財は歴史博物館というように縦割

りで分けてしまうのではなくて、公民館が知的関心の筆頭になるように、方

向性を出してくれている気がして面白いですね。気になったのですが、見落
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としてしまったかも知れませんが、公民館に入りエントランスに椅子などが

ありましたか。あれば集いの場所になるなと思いました。 

下里見公民館主事  ホールの前にテーブルが二つと、椅子が８脚あります。 

学識経験者（Ａ） 学習室にスクリーンが下りてくるようになっているようですが、

プロジェクターはついているのですか。 

下里見公民館主事 プロジェクターは、備えついてはいません。持ってきて使用する

形をとっています。中央公民館に４台、社会教育課にもあります。 

市議会選出委員 新しい公民館は本当によくできていますね。先程も話が出ていまし

たが、明るい所、陽だまりがある所は人が集まりますね。公民館はそうあ

るべき所で、そうでなくてはいけない。老朽化している公民館は沢山あり、

順番待ちをしているところもあります。公民館が地域の防災の拠点になる

ということも事実です。そういう中で公民館においての重要性を感じてい

ます。先般常任委員会でも出ていましたが、公民館もさることながら、地

域の住民センター、町内会館なども老朽化している中で、地区の公民館の

建設は、耐震も含めて積極的に進めていきたいと意見が出ています。今後

この問題は積極的に関わっていかなければいけない。 

     まちづくりは、地域からはじまるわけですから、とても重要で、そういう

意味での拠点ですから、予算取りに頑張っていきます。 

公募委員（Ｂ） 気になるのですが、私も時々公民館の図書館を利用しているので思

うのですが、図書ボランティアの人が１４人いるのに、利用時間を見ると、

時間を限定しすぎると思います。

下里見公民館主事 図書ボランティアさんが集まる時間は限定しましたが、図書ボラ

ンティアさんが図書室にいない時間帯でも職員がいる時間帯は貸し出し返

却の手続きは行っております。そうしないと１週間に１００冊はでないで

す。１週間に１００冊貸し出しがあるというのは、事務室でも簡易的な手

続きをすることによって本を借りることができるんだということを地域の

方たちに覚えていただいたのかなと思っております。 

下里見公民館長 図書ボランティアさんは、水曜日ということですが、１週間のうち

半分以上は来ています。私も、主事もみんな手伝い、土曜、日曜、夜間以

外はいつでも借りられる状態です。 

群馬地区選出委員  夜間の施設の貸し出しはしているのですか。 



8

下里見公民館主事 夜間は職員がいませんが、部屋の貸し出しは行っております。利 

用の仕方は、職員がいる勤務時間内に鍵を取りに来ていただきます。そして、 

鍵を開けて利用者が館内を整理整頓して最後に戸締りをして帰るという利

用方法で約束をしていただいて、貸し出しをしております。 

会長    現在、管理人さんがいるところ、機械警備にしているところは、どの位 

あるのですか？ 

事務局   現在地区館は４３館あるのですが、２８館管理人さんがいます。それ 

以外の地区館は警備委託になっています。 

会長    皆さん警備の委託の使い方に慣れてきているようですね。 

事務局   ただ警備の委託の公民館では、鍵を取りに来ていただいているのですが、

それも大変なので、暗証番号や、カードでやれないかとの意見が聞かれま

す。 

会長    市民が可能な限り利用ができて、かつ経費があまりかからないでという 

     ことに加えて、実は管理人室がなくなると物理的に部屋が増えるんです。

これは意外に重要なことです。そういうこともこれから考えていって、改

築、新築、耐震補強等に伴って進めるように各館の状況をお聞きしながら

審議会としても進めていかなければいけないですね。 

倉渕地区選出委員 公民館を使う場合は登録制があるのですか。 

下里見公民館主事 公民館の部屋を借りるにあたりましては、基本的には登録は必要

ございません。必要なのは、部屋を借りる３日前以前に申請をしていただ

きます。書面を持って申請をしていただいたものに対して、公民館は許可

を出すという手続きで行っております。登録制というのは、定期利用団体

という制度がありまして、それも各公民館で独自に定めているもので、定

期利用団体の登録をしておけばある程度部屋の確保ができるというような

ことです。 

会長    各地区館がどういう形で利用できるか、一覧表を作って皆さんで議論し

たほうがいいかもしれませんね。市民の要望に対して、貸し出ししたいが

埋まっていて貸し出しできない。公民館の利用者数が頭うちになってきて

いる。市民要望が高まってきていて、使えていないという現状があるので、

その辺は議論したほうがいいかもしれません。また、中央館と地区館との

違いがありまして、地区館は利用料がなくて、中央館はあります。中央館

は、どうしても登録制度をベースにして、登録をした上で利用料を払うか、
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登録をした上でかつ減免措置になるのかという判断があるので、これと地

区館の仕組みが違うのと、町内公民館は、地区の皆さんが管理しているの 

     で当然使用料が発生するわけで、そこの部分も上手に整理をしておかない

と、市民の間で誤解や思い違いが発生して使えるはずが使えなかったとい

う話が時々聞かれますので整理をした方がいいですね。   

新町地区選出委員 公民館の利用で、色々なクラブなり団体が活用していますが、そ 

れが１年間登録してそれを通すという傾向が出てきている。利用しはじめ     

ようとする人たちには障害が出てきている。それをなくそうというので、月

の初めに借りる人たちが公民館に行って申請をします。その時にバッティン

グした場合は、私の場合譲ります。しかし自分が借りに行く立場になると、

１年間決まっていたほうがいいかなとは思いますが、そういうことの配慮は

しています。 

会長   一度使えないと足は遠のきますね。 

箕郷選出委員 箕郷では、朝７時３０分に行って並んで使用申請をしている状態です。 

     戻ってから、それを確認してみたいと思っています。 

新町地区選出委員 新町では番号札があります。月初めに行きますが、職員が７時３

０分位には開けていますから、近所の人たちは早く来ています。制度を変

えるときには、そんなことは考えられなかったのですが、一年を通して 

     決めてしまうのはどうかなと思います。新しく使いたい人たちを積極的に

受け入れてあげたいと思います。 

会長   かなり重要な問題なので、各館にどういう形で利用を決めているか、次回

の審議会までに整理をしていただきたい。 

事務局  貸し館の問題は色々ありまして、先程登録制度の問題がありましたが、公

民館利用団体に登録をするというだけの話で、実際に公民館の利用に対し

ての登録ではありません。１年間場所が確保されるという話がありました

が、それは一切ありません。あくまで優先的にしており、かちあった場合

は、色々な解決策がありますが、同じ曜日、同じ時間帯、同じ部屋にとバ

ッティングした場合は、隔週で使ってみたり、話し合いをしてもらってい

ます。最終的に公民館の貸し館については、運営推進委員会や館長に委ね

てあります。もめた場合は、運営推進委員会で協議するのが実態です。 

会長   実際に運営推進委員会にかかった事案はありますか。 

事務局  何件かあります。 
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会長    一覧表で４３館書いていただけると皆さん理解が進むと思います。     

どこの館がいい悪いではなくて、こういう解決方法があるとか、こういう

方法は皆さんの合意が取りやすいとかということをここで取りまとめれば

いいと思いますのでお願いします。 

     公募委員さんにお聞きします。使う形の中で、誤解があったりとか経験し

ていると思いますので、何か事案を出してください。 

公募委員（Ａ） ＮＰＯ団体ではないのですが、この間、普通のボランティア団体の

人に、地区公民館が使用できなかったのでどうしたら使用できるかと相談

されました。自分の住んでいる所ではないので館長さんからお断りを受け

たそうです。私が公民館にいって、説明をして使えるようにしましたが、

やはりその辺の統一的な部分は必要だと思います。どこの地区に住んでい

るではなくて、市民なら使えるのは当たり前だと思います。ここは新しい

ので、調理室など設備が整っていますが、旧市街地は、設備も整っていな

くて、残念ながら汚い。また、調理道具が全然ないという所もかなりあり

ますので、そういう所に関しては、食育を進めている団体などは、新しい

施設を利用したいという声も出てくるでしょうから、その辺の間口は広げ

ていただき、統一をしていただけると助かります。 

新町地区選出委員 公民館にはまだ話を通していないことですが、たとえば３部屋空

いていたとして、４～５人の人が大きい部屋を借りるのではなくて、大勢

いるグループが広い部屋を借りられるように、譲り合いの調整を公民館の

職員がその場でしてくれればいいのになと思っております。 

会長    限られたスペースをできるだけ多くの市民の方々が使って学習の拠点に

なり、地域力を高める拠点になるように、どのように、部屋をうまく使っ

ているか、こういう課題がありますよとか、整理をさせていただいての答

申の形がいいのか、こういう形がありますよと地区館にお返しして、運営 

     推進委員会等々の中で、こうにすればもっとみんなが使えるね。という形

にするか、少し議論をさせていただきたいと思います。 

     いままで我々自身が、比較的格調高いと自負しているところですが、まと

もな答申をあげてきたと思っています。館長さん方もいい答申だと受けて

くださっているのですが、なかなかそれが実践に結びつかない。 

それは、予算の問題等あるのですが、それ以上に運営推進委員会ができて

いてまさにそういう課題を議論していただいて、それぞれの地区館でうま

く動かしていただく。それでも運営推進委員会の中で議論をしても解決で

きない。例えば、補修の問題、機能させようとしても物が足りない。これ

は予算要求せざるを得ないという議論が運営推進委員会の中でできている

ような、そこに返せるような答申にならないといけないと思いますので、



11

今のような事案をどんどん出していただいて、先程事務局より話が出てい

ましたが、運営推進委員会の中で解決されている事案があるということで

あれば、それは運営推進委員会が本当に機能をしているということですか

ら、その辺のことも考えたいと思います。 

     それでは、時間も大分過ぎましたので、下里見公民館についての感想、質

問等はこのくらいで閉じまして、次に主事さんたちが、とてもよく頑張っ

ていて、今年の公民館主事研修についての案と経過状況の説明をお願いし

ます。 

２ 公民館主事研修について 

事務局   平成２４年度公民館主事研修の資料の最後のページに公民館のブロック

体制が書かれております。その 7 つのブロックごとに抱えている課題の洗

い出しをして、自分たちで決めた課題について研修を深めていこうという

ことで進めております。    

      第１ブロックについては、「公民館でできる防災について」でテーマがあ

がっております。テーマの設定の理由が書かれておりますが、特に第１ブ

ロックについては、旧高崎市内では、南公民館がある八島町が防災のモデ

ル地区になっている。またＮＰＯ法人ワンダフルの赤羽さんが、若松町で

介護等関係で地域の方たち、高齢者の方たちでワンダフルサロンを開いて

いて、そこから防災の拠点として、防災士の資格をとり活動をしている。

また、第１ブロックは消防車が入れない所もあるので、防災に関してどこ

まで公民館としてできるのかについての研修を進めております。 

      第２ブロックについては、「地域とともに歩む公民館活動を展開するため

の方策について」、サブテーマ「他の機関との連携を図る」ということです。

地域にある機関だけでなく、県の機関、企業、研究所、あるいは団体等の

連携について考えていこうということで、模索をしているところです。   

      第３ブロックについては「地域住民の知恵・お力をお借りして、地域

           の伝統文化と歴史を生かしたまちづくりを考える」ということです。地域

に残る伝統文化について調査していこうということで、有名なところでは   

大八木の獅子舞ですが、色々ありますので、民俗とか郷土芸能とか伝統文

化等を掘り出して、どのように継続していくことが有効なのか検討してい

ます。 

      第４ブロックについては、「講座・教室の成功例から学ぶ、魅力ある公民

館事業の実践について」です。これまで自分たちで行ってきた事業につい

て成功例、失敗例を見直して、そこからもう一度考えてみよう。実際事業

を進めていく上でどういったことを押さえて、どういった手法でやってい

くことが必要なのかということを考えて進めています。 

      第５ブロックについては、「地域における教育機関、専門機関やネットワ

ーク等の連携について」です。第５ブロックについては、高崎商科大学、

ポリテクセンター群馬、観音山丘陵の自然を守るネットワークの会」など



12

地域のなかに色々な教育機関、専門機関、ネットワークをもっている団体

等があるので、そういった所と連携しての事業について探っていこうと進

めております。 

      第６ブロックについては、「第６ブロックの地域力を育む生涯学習推進員

の活動について」です。京ヶ島や岩鼻、滝川等の地域ですが、この地域に

ついては、生涯学習推進員さんが活発に活動を行っています。滝川ウォー

クとか岩鼻の歴史探訪等、公民館と連携をして事業をしておりますが、更

に公民館側としてきちんと押さえて、今後どのように連携を進めていった

らいいかを考えながら進めています。 

      第７ブロックについては、「地域の文化を継承し、地域の繋がり・地域の

活性化を図るため、地域住民自らが活動する場の創造の仕掛けづくりの方

策について」で具体的には、地域の民俗風習等を残す手段として、手作り

の紙芝居を自分たちで作って残していく、そんなことを考えているという

ことです。地域の民俗や風習について図書館や支所等に、厚くて難しい本

に少ない言葉で残っているのですが、それを住民の方たちに伝えていくこ

とがあまりされていない。それなら目に見えて、読んで聞かせることがで

きる紙芝居を自分たちで作って残していこうと進めています。 

      これらの中で、具体的にわかりやすいものの資料を二つ用意しました。

一つ目の資料は、第１ブロックで進めている「防災について」ですが、中

央公民館の主催事業で、「地域で守る防災活動講座～災害に備えて～」です。

４回講座が昨日で終わりました。先週の１３日に、ＮＰＯ法人ワンダフル

の赤羽さんが講師で「避難所運営ゲームＨＵＧ」を体験しました。その様

子が朝日新聞とぐんま経済新聞に掲載されました。災害がおこってまず最

初に何をしなければならないのか。住民でどんなふうに避難をするのか。

あるいはどうに避難所を設営していくのか。行政はすぐには対応できない

ので、まずは住民からという研修を行いました。 

      その裏のページに、第１ブロック北公民館の主催事業で「防災士に学ぶ

地域の守り方～地域防災マップを作ってみる～」で実際に北公民館の地域

を歩いてみて、どこが危険か、どこを第１避難所にするか等を決め、実際

に防災マップを作ってみるということを１０月に行う予定です。この講座

は第１ブロックの主事さんはできるだけ参加して、その研修をもとに、自

分たちの公民館でどのようにやっていけるかについて考えていきます。 

      二つ目の資料ですが、第７ブロック金古公民館の「手づくり紙芝居」の

様子です。昨年度から始まっているものですが、水彩画教室や、淡彩画教

室のサークルの方たちが絵を描いて、読み聞かせのサークルの方々が実際

に保育園に行き紙芝居を読んであげる、そういったことを  始めていま

す。それを第７ブロックで住民の方々と一緒に進めていこうということで

す。今回は２件だけ紹介させていただきました。 

公募委員（Ｂ）これは、研修が終了した後に、各ブロックごとに成果の発表はするの
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ですか。 

事務局   とりあえず来月の主事連絡会議で、報告し合って、お互いの進捗状況を

確認し合う予定です。そして、２月の主事連絡会議、２月１４日のバレン

タインデーの日になりますが、研修会の報告会を行う予定です。できまし

たら、是非審議会の委員さん方にもご出席していただき、ご意見をいただ

けたらと考えております。 

会長    １０月１１日の中間報告会は。まだ聴きに行かないほうがいいですか。 

事務局   まだ、内部で確認しあう段階なので２月にお願いします。 

会長    では２月の報告会は、通知を出してください。お願いします。 

家庭教育選出委員 ブロックごとに取り上げているテーマが全部違い面白いと思いま

した。それぞれのブロックがこれだけ回数を重ねて話し合われているので、

その結果を大事にしながらも、横の繋がりをとることも大切だなと思いま

した。また、第４ブロックの研修計画にも書かれておりますが、やった後

に、ここから改善点を見出し次につなげていくことも、他のところでも必

要なのではないかと思いました。 

学識経験者（Ｂ） 各ブロックの歴史的かつ地理的なものに関して、こういうことを

すればというのと、全部に共通する課題もあるので、テーマ選びがとても

よかったと思います。私は北小学校区に住んでいるので第１ブロックなの

ですが、この間回覧板に北小の地下に備蓄されている貯水槽の説明をしま

すとありました。この成果も市民にも知らせるという活動にも取り組んで

いただければと思います。 

ユネスコ協会選出員 これは、主事研修ということですが、主事さんたちだけでテー

マ作りをしたのですか。館長さんや、地域の皆さんたちの声は生かされて

いますか。 

事務局   端的に言うとあくまでも主事研修として行っているものです。ブロック

会議が定期的に行われていて、そこでブロックごとに主事さんたちが課題

を出し合い決めていきました。館長会議でも、この研修のことは伝えてあ

ります。研修のために公民館を離れる場合はご配慮いただきたい、またア

ドバイスできることがあったらしていただきたい旨を伝えてあります。あ

とは、各ブロックごとに任せております。 

ユネスコ協会選出員 主事さんたちが高め合うということも非常に大事ですが、館長
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さん、地域の人たち、公民館に関わる人たちも合わせて研修できるといい

ことですので、非常に期待をしております。 

会長    今の意見をぜひ生かしてください。つけ加えれば、２月１４日の時には

館長会の皆さんや、各運営推進委員会の推進委員長さんまでは、少なくと

もご案内を出してください。できれば、３月、５月の運営推進委員会で各

地区で、自分のブロックの研修報告と、他のブロックの研修報告をして生

かしていただきたい。これは、口頭だけの緊急答申としてお願いいたしま

す。 

長寿会連合会選出委員 非常に各ブロックごとにいいテーマだと思います。認識不足

ですみません。ブロック分けについてお伺いいたします。 

会長     資料の最後のページに「公民館のブロック体制」について記載されてお

ります。大体地域的に繋がったところで７つのブロックを作っているのが

実態です。 

学識経験者（Ｂ） 広報高崎で特集をしてもらったらどうですか。 

会長    いいですね。取り合えず公民館関係者、地域関係者でまず行きましょう。 

     こういう内容が公民館研究集会で発表されていって、それを広報なりが取

材をしてくれれば、いい循環になりますね。 

学識経験者（Ｂ）いままで主事さんが市役所から出向とか、資格の問題とか、待遇の

問題とか、館長さんや住民とのすり合わせの問題とか、マイナス面で大変

ご苦労をしてきた世界の主事さんが、今度このような形で市民を引張って

くださるテーマで研修会を持つということは、非常に審議会としては嬉し

いことです。 

会長    高く評価していると伝えてください。 

区長会選出委員 第１ブロックの公民館でできる「防災について」ですが、区長会で

も榛名地域に限り申し上げますと、各町内ごとに自主防災組織を立ち上げ

てほしいと行政から言われていますが、まだそれほど多くはありません。

私の所は山間部なのですが、地震は別にして、大きな水害等は心配ないの

ですが、ただ心配ないといっても、がけ崩れがあって、大雨が降って道路

が川のようになり、そこが通行止めになるという危険性は十分あります。

そういうときに、行政にはすぐには対応してもらえませんので、自分たち

でできることは自分たちで協力して助け合いながらやっていこうというの

が自主防災です。私の所はあまり広くないので、何かを立ち上げるとなる
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と、役職の問題、人数の問題など、すでに役にみんなついていて、決めか

ねる現状です。しかしやらないことには仕方がないので、公民館に行政の

人に来てもらい細かい説明をしてもらいました。話を聞けば誰にでもでき

ることなので、地域の公民館を拠点としてやらなければできないことが沢

山あるので、この研修を生かしていければと思っております。 

会長    ２月１４日の前に、１０月１１日の途中経過の報告を聞きたいという方

がおりますので、是非受けてください。 

倉渕選出委員 第４ブロックについてですが、長い歴史である公民館の事業を主事さ

んが、成功例、失敗例をあげていることに、非常に興味を持って聞いてみ

たいと思っています。 

下里見公民館主事 ２～３分時間をいただければ、第４ブロックは私の所ですので、 

途中の経過報告をいたします。 

会長    それでは、準備ができるまでご意見を伺います。 

箕郷地区選出委員  各ブロックの研修テーマは、それぞれ公民館の主事さんが得意 

とする所や、問題を抱えていることで話し合いをされて決めたことだと思い 

ます。箕郷地区においては、伝統文化と歴史について力をいれておりまので、 

非常に楽しみにしております。 

群馬地区選出委員 防災についてですが、ＡＥＤはどこの館にも設置してあります。

そこの職員は使い方の研修を受けていますが、一人では対応できないこと

もあるでしょうから、年に１回でも各公民館で、利用団体の方々に集まっ

てもらい、３時間位でも研修をすることも必要だと思っています。その辺

の話も出てきたらいいなと思っています。また、第７ブロックの紙芝居の

作成についてですが、歴史の本で、２行くらいしかない箇所を、話を膨ら

ませて上手に作り上げる作業は、群馬図書館から始まり非常に期待をして

いるところです。 

会長    それでは、準備ができたようですので、お願いいたします。 

下里見公民館主事 第４ブロックでは、ブロック会議が月末にございまして、それの 

後半を使いまして、成功例、失敗例を含めて反省していいものを作り出し 

ていこう。これから公民館事業を公民館主事が企画していく上において、いい

ものを作り出そうということが今回の研修の内容です。ワークショップ形式で、

ブロック内で意見を出しながら、自分が経験した成功例、失敗例を書き出し、

こういう大くくりでまとめたのがここに書かれているものです。途中経過なの
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で恐縮ですが、主に６つくらいのジャンルに分けることができました。そこか

ら個別に、各公民館や、各地域にあてはまったという例について今のところ研

修をしております。 

会長    後でこの記載されたものを見せてください。こういう具合に進んでいる

ということですね。 

下里見公民館主事 ワークショップ形式ですので、大きな紙を使って、各個人で書い

た付箋を貼り出しています。最終的には報告書のような形で、項目があっ

て、「それはこういうことによる」「その後いいものを作り出すためにはど

ういうふうにすることが必要だ」という構成でやっていきたいと考えてい

ます。 

新町地区選出委員 これを機会に、ブロックで、また各公民館でできることはやって

いきましょう。という連携のやり方をこういうものと繋げていくことが要

求されているのだなと思います。ただ人間対人間なので、大変さもあるで

しょうが。 

会長    まさにどう連携させたらいいのかということが、うまく答申提言できる

と皆さんに使ってもらえるのかなと思います。 

榛名地区選出委員 この研修テーマをブロックごとに決めるというのは、今年からで

すね。こういうことは、個々に話し合われてきたと思うのですが、皆が

まとまって年間通して研修をやるということは、本来の形になってきた

かと思います。これがますます全体に広がってくれたら素晴らしいと思

います。 

会長     本当にこういうことが、自発的に動いたということはすごいことです

ね。 

ＰＴＡ連合会選出委員 私の地域の所は第２ブロックなのですが、児童数、生徒数を

考えてみると、小学校ですと東部小、塚沢小、中学校ですと塚沢中学校

で、マンモス校が集まっている地域です。子どもの居場所づくり等、公

民館だけでは対応できないことで、他の機関との連携という部分で、ま

さに素晴らしいテーマだと感銘しています。

ユネスコ協会選出委員 私の所属するところは第５ブロックで、テーマ設定の中で「人

材、知識が得られやすい環境にある」とありますが、まさに上野三碑と

しての多胡碑、金井沢碑、山ノ上碑等々地域素材が非常に富む所です。

そういったことも含まれていると思いますが、我々も地域の文化財とい
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う素材を生かそうと取り組みはじめているところです。主事さんたちの

研ぎ澄まされた研修と連携できたら、地域でも生かされて素晴らしいと

思いました。 

会長     地域資源をどう公民館が上手に繋げていくか。まさに公民館は繋げる

場、それが拠点なんだということが浮かびあがってきましたね。 

学識経験者（Ａ） ブロック体制ということで、近い地域での結束力、地域アイデン

ティティと言うのか、そういうものを主事さんたちの中で作りあげてい

くのにいい企画なのではないかと思いました。聞き逃してしまったのか

もしれませんが、各ブロックのテーマ選びは、各ブロックの主事さんが

自発的に自分たちで考えて決めたのか。主事さんたちにテーマを案とし

ていくつか出して、振り分けたのか、どうなのでしょうか 

事務局  案があった訳ではないです。各ブロックごとに、何をテーマにしたらよい 

かを話し合って、ブロックによっては、グループワークでアイデア出しをし 

て決めていただきました。 

学識経験者（Ａ） 自発的に考えた方が、やる気も出るでしょうし、２月１４日に発 

表することで、いわばいい意味での競争というかコンテストになるように思 

います。お互いに競い合うことでいい磨き合いになるのではないでしょうか。 

お互いの発表を見ることいが勉強になるということで、いいチャンスだと思 

います。 

会長   本当にいい切磋琢磨になります。このブロック体制が合併町村を超えて動

いているということがとてもいいことで、それぞれの地域特性を生かしなが

ら、全市ということになってきたので、始めてこのブロックが生きましたね。

とても期待されますね。 

市議会議員選出委員 私もこれは非常にいい取組だと思いました。ひとつ質問があり

ます。こういう形でテーマを決めてやるのは始めてですか。

事務局   何でこのような形になったのかというのは、これまでは高崎経済大学と

連携しての研修ということで、館長さんも含めて高経大にバスで行き研修

をしておりました。もう少し進めて、ただ話を聞くだけでなく、現場に生

かせるものということで、昨年度は高経大の櫻井先生に、講義とグループ

ワークをしていただきました。話を聞くだけでなく、自分たちで考え、ア

イデア出しをしようということでやったのですが、なかなかそれも模擬的

なもので、自分たちの現場の仕事に直接生かせないということが課題とし

てありました。それなら実務的なものを自分たちで考えて研修にしていこ
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うということで今年度はこういう形で始めました。 

市議会議員選出委員 ということであれば是非何年か続けていただいて、ブロックご

とのテーマをより深めていただいて、ロールアウトとか、そういう方向で

進めていってもらえれば有難いなと思いました。実は八戸市に視察研修に

行ったときに、地域づくりということで地区の公民館を含めて職員が自発

的に手を上げてまちづくり、地域づくりを始めたということでした。それ

を高崎市がすぐ云々ではないですが、それを担うのはどこかなといえばや

はり主事さん、ここの関わりは非常に大きいなと私は感じるし、ここの方々

の能力は地域づくりの担い手の本当にトップランナーになるのではないか

と思います。もちろん地域の区長さん方をはじめ色々な方たちと手を携え

て、企画運営等を練り、きちんとしたトレーニングをしていただいて、共

通になる財産を共有化して、その中で実践を繰り返して進めていってより

よい地区館を目指してほしいです。特に昨年の３．１１で防災に関しては、

地域住民のみなさんにとっては、ふさわしいタイミングなのではないかと

思います。今年からこういう研修を自発的に進めたということは、非常に

よいことですので、更に続けていってほしいと思いました。 

会長    ２月１４日の発表をお聞きになったうえで、是非議会で公民館の職員と

地域の皆さんががんばっているということを伝えていただければ有難い

です。 

３ 平成２３・２４年度答申につて 

会長    次に２３年・２４年度答申についてですが、今お話を聞いたことを含め

ながら、専門委員会の中で前回議論をさせていただきました資料を今回

つけましたのでご覧ください。最後のページに簡単に答申の柱はこんな

ことでどうだろうかということを整理しました。この後専門委員の中で

議論をさせていただいて、委員の皆様方にお返しをしながら、まとめて

いきたいと思います。今日は時間の関係で、中間報告だけにしておきま

す。ご了承ください。 

４ その他 

事務局   前回審議会の議事録について報告 

高崎市公民館研究集会について説明 

西部ブロック公民館研究集会について説明   

副会長   本日はありがとうございました。主事さんの研修会は非常に素晴らしい 

     ことです。プランとドゥまででなくて、チェック、アクション、もうひと 

つ後ろまで。是非そこで終わるのではなくて、どんどんロールアウトして

いく。しっかり継続をしていく。なぜかというと主事さんが４月で変わる
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ということもありますので、まとめをしておくと素晴らしいものになるの

ではないでしょうか。本日は、議題の多い中ありがとうございました。ま

た下里見公民館長さん主事さんには、ご説明等ご協力いただきありがとう

ございました。次回は藤岡で開催される西部ブロック公民館研究集会が会

議になりますので、よろしくお願いいたします。 


