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平成 23・24 年度 第９回公民館運営審議会 会議録

開催日時   平成 25 年 2 月 8 日（金） 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 平成 23・24 年度答申（案）について

2 その他 

・公民館主事研修・ブロック別課題研修報告会について

・次回（10 回）審議会について

公開・非公開区分    公開

出席委員（16 人）

 熊倉浩靖会長 ・荻原馨副会長 ・江原容子委員 ・岩田満委員

樋口克己委員 ・小屋美香委員 ・友岡邦之委員 ・吉村晴子委員

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（４人）

 宮崎幸二委員 ・小此木正信委員 ・高橋照男委員 ・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

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 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９回公民館運営審議会 議事録

１ 平成 23・24 年度答申（案）について

会長 今日は私の方から報告して、皆様方のご意見を賜ります。専門委員会を数 

回開いて参りまして、大変短い期間でそれぞれの委員の方には大変ご多用

の中で作っていただいた物がここにまとまりました。今日は一言一句読ん

でいきながら、皆様方のご意見を賜って、次回の委員会までに最終的に調

整をし、次回審議会の次の日に館長会に答申をしたいと思います。全体は

二つの構成になっています。一つは前文にあたる「答申にあたって」です。

つまり答申をどう生かしてもらいたいかということと、二番目は答申の本

文になっています。 

     平成 23・24 年度答申（案）を読み上げる。 

会長 それでは、書いていただいた専門委員の方々から、補足とか、こういう気 

持ちでというところをまずお話をしていただいて、その上で他の委員の

方々からここは足りないのではないか、ここの表現が良く分からない、こ

れは削除した方が良いのではないかというご意見がありましたら出してい

ただくということにしていきたいと思います。 

学識経験者（Ａ） 私が担当したのは「主事研修会への評価と期待」と、もう一つは P.11 

    の「公民館だよりをどう活用するか」というところでございました。どちら 

に関しましても私の方から付け加えることはもうないのですが、繰り返し

になりますが、主事研修会という取組が始まったというのは非常に意義の

あることだったのではないかなと思っております。また発表会があると思

うのですけれども、こうした取組がより開かれた形で PDCA サイクルではな

いですけども、次のステップに技術の循環をしていくような仕組みになっ

ていくといいなと感じている次第です。公民館だよりに関しても、一通り

ここ数ヶ月に発行された公民館だより全てに目を通させていただいたので

すけれども、そもそも月２回これだけ努力して発行されていることが私は

かなり頑張っているなという印象を持った次第です。ここに書いていない

ことでは、他の先生、委員の方々からは例えば、配布場所に関する工夫の

仕方に対するご指摘などもいただきました。つまり、通常の配布以外にも、

例えば妊婦さんがよく足を運ばれるような手に取っていただけるような場

所に置くという配置・配布に関する工夫の仕方もあるのではないかという

ご指摘も、ここに書いていること以外にあったかと記憶しております。私

が書いた中では、大量の公民館だよりを見ている中で、やっぱり良いと思

ったのは金古公民館のレイアウトなんですね。すごく目に留まったんです。

ここに「くすっ」と笑える工夫を毎回なさっているのです。三つ折のまず

閉じられた状態だとデカデカと 50 円玉の絵が描いてあって、「何だろう」
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と思って開くと、「たった 50 円で幸せになれる生涯学習の事業があります」

ということが中に書いてあります。本当に面白い仕掛けになっているので、

僕はずっと公民館だよりを追っかけて、次の金古公民館だよりはどれかな

と探してしまうくらいになったんですね。こういう「次に何がくるかな」

って思わせる工夫って、結構ばかにならないかもしれないと思って、本当

はここに写真でも付け加えようかどうしようかと思っている次第でござい

ます。以上です。 

会長 金古公民館だよりが賞に選ばれたということなので、少なくともそれは書

いてくださいね。全国で特別賞です。工夫してみましょう。 

家庭教育選出委員 私は P.4 の「地域力の観点からの地域課題・地域人材発掘に重点 

を」というところをまず担当させていただいて、榛名公民館の例をここに

入れさせていただきました。なるべくまとめて簡潔に書くということで一

つ事例をあげさせていただいているのですが、区長の協力を得て地域の課

題を明確にして、地域住民の声に耳を傾けているという取組ですので、こ

の辺を強調させていただきました。 

私の方で最後の方に公民館だよりや情報発信のことについてちょっとここ

に書いていいものか、悩みながら加筆させていただきました。先程お話の

あったように、色々な形で広報はなされているのだと思うのですが、実際

自分の家に公民館だよりが回覧板で回ってきても、気付いたら募集の申込

みが過ぎていたり、たくさんチラシが回覧板に挟まっているので、よく見

ないという方もいらっしゃるようです。せっかく今回委員をさせていただ

いて、様々な良い取組を各公民館が工夫して行っているので、今後内容に

よって対象者が異なってくると思いますので、広報、情報発信の方法も柔

軟であると更に良いのではないかということで、ここに付け加えさせてい

ただいております。もしここでなくて公民館だよりの方にまとめた方がい

いのであれば、除いてもらいたいと思います。それから、「学童保育との関

係」ということで、私も実際子どもを小学校の学童に預かっていただいて

いるので、実際そういう所を見ると、やはり 6 時間目まであって 4 時くら

いまで学校ということが多い中で、その後学童で過ごす時間は夕方という

ことから、中々指導員の先生にしても、平日の交流はちょっと難しいとい

うことなんですね。学校が終わって学童へ行って、宿題をやる時間やおや

つを食べる時間、遊ぶ時間ということで限られた時間なので、逆に公民館

で読み聞かせをしている方に学童の方に来ていただいて、学童で読み聞か

せをしていただくという連携があったのですが、平日の学童と公民館の連

携ということがちょっと難しいと思いました。やはり長期休暇中、特に夏

休みだと思うのですが、一日朝から夕方まで学童で過ごす子どもが多いの

で、やはり狭い施設の中で元気のある子どもたちですので、そういう時に

学童から公民館へ出掛けて行って、そこで例えば実際にあったのが、紙す
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きをしたエコハガキを作ったりですとかして、夏休みの課題、宿題、制作

にしているような事例もありました。長期休暇中の学童との連携、そこで

子ども同士の交流というのもあるのですが、中々核家族で育つ子どもが多

いので、公民館という場所を生かして、地域のお年寄りを始めとする異年

齢、異世代の方々との交流というのがここで多く設けられるようになって

くるのかなと感じました。 

公募委員(A) 私が担当させていただいたのが、P.7 の「食育の場としての公民館の活

動を充実するには」と(5)の防災についてです。そして P.12 の「防災拠点

としての公民館」を担当させていただきました。特に食育の場という面で

は、公民館では色々な工夫が行われていますし、ものすごい数をこなして

いると思います。私自身が、参考資料にあげております高崎市社会教育委

員会議の答申に関わっておりまして、その中で事例を含めた形で書かせて

いただきました。備品関係につきましては、実際に社会教育委員で中居公

民館で実習を行った際も備品が足りなかったので、事前に他の公民館から

借りてきて調理実習を行ったというケースもあります。その際には JA シ

ョップが 11 時からだったのですが、事前に全て食材を持ってきていただ

いて、真夏で野菜とかも傷みやすい時期だったのですが、衛生面の配慮と

いうことを協力体制をうまく生かしながら行うことができました。そうい

った面では、食育に対しては、備品一つとっても少し予算も含めてかかる

部分があると思います。今あるものをまず有効活用していくという点が必

要ですし、衛生面に配慮した部分というものは、各館でモデルケースを作

りながら行っていくという具体的な方策というのが必要なのかなと思っ

ております。そして、地域の防災の方について書かせてもらって、防災、

防犯は市の取組になっていますが、防災に関しては 3.11 で本当に多大な

被害がありました。それがあったから国の専門委員会もそうですし、色々

な所で防災マップだとか、避難、防災、防犯ももちろんそうですし、色々

な活動が活発化してきました。この辺を考える時には、早く対応ができて

いればと思う一面はありますけれど、大きな自然災害があったからこそ、

今こういった部分を改善するのはものすごく地域の協力が必要ですし、地

域住民が興味を持って参加するところだと思います。こういった所はうま

く生かしていただいて、更なる発展に繋げていただければと思っています。

特に公民館という所もありますので、年齢ももちろんそうですし、地区ご

とに他の委員会等もあると思いますので、そういった所が一丸となってや

っていただくことを一番期待しております。特に防犯、防災に関してです

けれども、備蓄には 3.11 もそうでしたけれど、最低 4日掛かるという風

に言われておりますし、全員分が揃うとはいきませんけれども、多少の部

分はあった方がいいと思います。退避する場所が公的ではなかったので、

情報ももらえなかったりだとか、配布物も配布場所自体がかなり足りなか
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ったりということも実際にありましたので、一校区一公民館、こういった

ところでも考えていけたらと今回感じております。 

公募委員(B) P.10 の「（６）伝統芸能等の地域文化を守る拠点としての公民館」です

が、題材として比較的地味だとういう印象を持つかもしれませんが、今ま

での公民館の活動の原点というものの集約はこの伝統芸能を継承すると

いうことに繋がるんじゃないかと思うんですね。主事研修のことを第 3ブ

ロックで中川公民館の主事さんに伺いました。発端はどうしようかという

感じで、区長さんやまちづくりの人たちが体験教室をしてみようというの

で、2 年ほど前くらいに実施しましたが、人が集まらない。では何をすれ

ばいいのかという時に、学童を呼んだり、保育所に行ったり、小学校にお

願いしに行ったりして、段々人数を増やしていって、ただ体験させるので

はなく、発表させよう。そして子どもが喜ぶようにして、徐々に公民館の

力を借りて、地域を集約させていったという話を伺った。公民館の役割は

たくさんあると思うのですけれど、「獅子舞を教わった、八木節を教わっ

たおじさん、おばさんだよね」という子どもたちと縦の繋がりが将来的に

できるという意味では伝統芸能を取り入れていくのもいいのではないか

と思います。 

副会長 私は P.4 の「(2)地域の人々の居場所としての公民館の位置づけを鮮明

に」と、P.6 の「(2)地域の集いの場としての再確認」を担当させていただ

きました。この中を見ていただいて分かるように、各地域の居場所とする

のには今の状態はもう少ししっかりしたものにしていかないと中々増え

ていかないのではないかということで、まず館長さんと主事さんでもう少

し密にやっていただいて、お互いのスピードアップをして、その反面地域

の人材をいかに活用していくか。NPO ですとか、他の色々な団体が地域に

あると思いますので、いかに活用していくかということが地域の人々の居

場所という形で書かせていただきました。それと、下の方に再任用の職員

さんということも書かせていただきました。再任用というと正規職員じゃ

ないですから、権限と言いますか、その辺が管理をする上でどうなのかと

いうのが心配でした。これは審議会の時に話題にしまして、会長に意見を

このようにうまくまとめていただいたり、この辺の一つの捉え方は、24

年度はまだ人数が少なかったですが、これから年々増えていけば、全体の

公民館に占める割合がこれから多くなると思いますので、ちょっとこの辺

に書かせていただきました。 

     次のページの「地域の集いの場としての再確認」という形で、この所では 

公民館というものはどういうものであるかな、ということをやっていく上

で公民館運営推進委員会がすごく大事になってくるのではないかと思い

ます。2年前ですか、公民館運営推進委員会の会議に各委員さんが出席し

て色々会議の様子を伺ったと思うのですが、私も地域の推進委員になって
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いますのでその会議に出てみると、やっぱり報告だけで終ってしまう。年

間行事の立案と報告で終ってしまう、というのを実際に体験してますので、

推進委員会をもっとうまく活用するようなことをやっていかないといけ 

ないのではないか。主事さんと館長さんだけで分かっているというのでは、

仕事の負担が両方に掛かるので、ここの所を書かせていただきました。 

     この中で、過去にも会長さんの方で指摘していただいたように、公民館で

は「飲食はいけない」というのが流れていましたので、「飲食はいけない」

というのはちょっとおかしいのではないか。色々な会議の中で、「飲食は

いけない」というのが出たりする。新しい公民館は整備されているのです

けれど、地区公民館は実習室で調理して、狭いテーブルの上で終った後皆

さんが作ったものを食事しているという状態です。特にこれから子どもた

ちとやる時には、食事を作った所から学習室みたいな所に移動して食事を

して、色々な話をしたりできるようにしていくには、ここの所がもう少し

緩やかでもいいんじゃないかな。お酒自体はいけないと思うのですけれど、

飲食そのものがいけないというのはおかしい。但し、利用者団体が必ずし

っかりしたルール、マナーを守っていただいて、自分たちで出したゴミは

自分たちで片付ける、というのをしっかりしていただいて、そういうルー

ルを元にやっていったらいいのではないかな、というのをこの文章の中に

出していただいたらと申したら、会長の方から「この辺はこの前館長会の

時に各館の館長さんからもそんな意見が出たので、その辺は問題ない」と

いう話を頂きました。 

     私が一番感じたのは、公民館は小さい子どもを育児する方からお年寄りま

でが利用できる場所にしてほしいということと、先程公募委員(A)さんが

お話したように、これからの防災のことを考えていきますと、色々な所に

避難所があるのですけれど、第一避難所、第二避難所、第三避難所となっ

ていった場合に、やっぱり地区公民館というのはすごく大切な役割になっ

ているのではないかと思います。大切になっていくにしては、地域の中の

組織というものがしっかりしてなければいけない。しっかりしていくため

には運営推進委員会がすごく大事になっていくのではないかなというこ

とを含めて運営推進委員会のことを広く書かせていただきました。 

会長    今日は PTA 連合会選出委員さんがお見えでございませんが、PTA 連合会

選出委員さんは P.6 の（1）、実は全小学校・養護学校にアンケートを取っ

てくださいました。膨大な量があり、それをくっつける訳にはいかなかっ 

たので、要点だけを選んでいただきました。私の方は残りの所、つまり前

文にあたる部分で、公民館の原点を確認してくださいというところ。あと

は、館長会でどうかということだけではなくて、それを受け止めて、各館

の推進委員会で議論する。必要なものは議会や教育委員会にきちんと提案

をしてください。そうでないとせっかくのものが伸びませんよということ

を強調したかった。 
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     それから、Ⅴから後の利用原則の問題とか、施設管理の問題とか、施設整 

備の問題とかというのはどちらかと言うと、ハードに関わることや、制度

に関わることなので、私の方で整理させていただいて、今までも何回とな

く審議会で確認していることを再整理したという部分になっています。専

門委員の皆さん方には細かく具体的に書いていただいて、基本方針や制度、

設備等に関しては私の方で書かせていただいたという形になっています。 

     それぞれの専門委員の皆さんには努力をしていただいて、一応形にはなり

ました。でもまだ日にちがありますので、こんな点を加えたらどうかな、

ここは良く分からない、表現を変えた方がいい等ご意見がありましたら伺

っていきたいと思います。順序としましては、榛名地区選出委員からお願

いします。 

榛名地区選出委員 広範囲に渡った膨大な資料をご苦労様でした。一つ、2・3年前に

できた「生涯学習推進計画」とその「活動のてびき」、生涯学習から出て

いるものですが、あれを熟読していただくとすごく参考になるので、その

ことも一言載せていただけるといいかなと思いました。 

新町地区選出委員 専門委員の皆さん方は本当にご苦労様でした。立派なまとめがも

うできているという感想を持っています。その中で、学校との連携という

のは私も関心を持っていて、新町の公民館では 23 年度はかなり良い関係

になってきていて、いい姿になってきているという感想を持っています。

実は私も運営審議会委員になって、推進委員の人たちは、会議の状況をど

の程度ご存知かなと感じるのですけれども、どうも 30 分位で会議が終っ

てしまうというような状況と聞きつけて、私もここでお世話になっている

し、地域として公運推の方も委員として是非入れてくれないかと申し上げ

て、24 年度からお世話になっています。この中で話したのは、小中学生の

子どもですね。それと、うちの方は先程会長さんから話が出ましたが、未

設置の学校区で第二小学校がありますが、確かにセンター等があるからそ

こを活用すれば良いとは言いますが、目的が違ったりしますから、活用と

いうのは中々難しいだろうというのが私の感想です。公民館として、とい

うことになれば活用の度合いというのも違ってきますから。そして、私の

ところでは東西 2km くらいしか面積がないのですが、その中に高崎線と 17

号が貫通しています。第二小学校区の子どもたちは保護者が同伴という学

校の約束があり、第一小学校区にある公民館の利用はどうだ、という話を

聞きましたが、その辺は良く分からないということや、大人の活用等も私

も知ってる人がいますから話を聞きましたが、「やっぱりあそこまで行く

のは大変だね」と他の所はもっと遠い所から来ている方ももちろんいると

思いますが、私の所はそういう地形の中での活動ですから、それで大変だ

というので、何とかしなくてはいけないということを、この公運推の会議

の中で話をしました。最初5月、今回で2回目でこの会議は終る訳ですが、
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公運推の条例、規則を見ると、部会があるから公民館を推進していくのに、

部会等を活用するのは大事じゃないかという話をしています。この間は具

体的に出してもらって、何とか方向性を考えてほしいということで、その

ことも部会で第二小の保護者あるいは大人が、第一小の公民館をどの位使

っているだろうかという調査なり、保護者あるいは大人の意向内容を聞い

たり、アンケートを取ったり、それをしようということは決まりましたが、

どういう形でどういうものを作ったらいいかという所まではいかない。こ

れから詰めていかなくてはいけない。従って、公民館を第二小学校区に作

ってもらいたいというようなものにまとめていこうという気持ちで提案

をしています。その中で、学校との連携というのはとても大事だというこ

と、社会体験の初めての場であると考えて、そして特に夏休みにそういう

場を使って子どもたちに色々なことを体験させるというのは大事ですし、

子供には当然保護者がいる訳ですから、その保護者と活動を連携してでき

るような、そういうことも含めて公民館においての小中学校の子どもの活

動を大事にしていく必要があると思います。 

それから色々な活動を進めていくのに、ただそれぞれのグループは一つで

進めるのではなくて、横にどんどん連携を作っていって、協力する形を作

っていき、関心のない人には関心を持ってもらえるような方策を作ってい

くことは大事だなと思います。色々な会議で、私はそれを訴えています。

2月 17 日に会長さんにシンポジウムで指導していただく予定です。それは

NPO 新町スポーツクラブで、私はその中に入っています。そのスポーツ活

動でも、日本のトップクラスのアスリートが来ますが、新町の人にはまだ

浸透ができていないんですね。そういう話をすると、そんな人が来ている

のにどうして話をしてくれないか、というような状態です。クラブとして

も新町の地区の子どもは入っていなくて、周辺の藤岡、倉賀野、高崎、伊

勢崎、本庄の子どもが来て活動していますが、新町地域の中での子どもの

活動でスポーツをしているというのは 4割くらいかと思います。そういう

風な話も実際に大学の教授に来てもらって話をしてもらいますが、やっぱ

り出席が悪いですね。そういうこと等も考えれば、どうしても横の繋がり

を作っていって、皆で誘っていこうじゃないかと。AED の活用も、初め関

心があって、こういう物があるよ、と言った時に、1回やっただけでそれ

でお仕舞いです。1回だけでは緊急の時に色々な事ができるかと言った時

に、まずできないですよね。それなので継続してやっていった方がいいと

いう話が出たり、ここで毎年やっているんだよという PR をする必要があ

る。そういうことは当たり前のような細かいことですが、必要があると思

います。それから、PR が足りないということで、確かに回覧板で回す訳で

すよね。ところが回覧板も 10 枚も 15 枚も見る人はいないですよ。だから

素通りという状態。従ってそういう状態だから、回覧板がもう事業が終っ

ちゃってから「あれ、そういうのが行っていない？」、「うちはまだ来てい

ないよ。」という状態です。だから情報をどうやって伝えるかといった時
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にやっぱり横の連携で話をもっと伝えていくようなことをしていくこと

が大事なんじゃないか。そういうことはこの中に含めて書かれていないと

いうことで、書かれたら有りがたいなっていう感想を持ちました。 

会長 その他部会には所属されたのですか？ 

新町地区選出委員 私はどういうことでも顔を出そうと思っています。まだそれは具

体的にするためには私の方で動かないと。 

会長 お願いします。強く言っていただいて、早く内部交渉に入っていただきた 

いと思いますので。 

群馬地区選出委員 本当にすばらしい報告ができていると思います。何度も委員さん

から出ておりますが、学校との連携が大切だと思います。例えば「読み聞

かせ」ですが、通常は朝の時間帯にしている学校が多いと聞きますが、夏

休みなど長期の休みには特に公民館での活用を勧めてもらいたいもので

す。調理室の備品についてブロック内での貸し借りというのを見て思った

のですが、各公民館の図書室もしっかりと整理されていますが、公民館同

士の蔵書の整理がされていれば、こちらの公民館の蔵書の中にはないがど

こそこの公民館にあります、というように案内ができるようになるのでは

ないかと思います。また、どちらの図書室もとても居心地の良い環境にあ

ります。乳幼児から高齢者まで、図書室という視点から、居場所としての

公民館に期待したいです。

会長   図書室の方に関しては、書ける範囲で加えられればと思います。 

箕郷地区選出委員 立派な答申案が出て、公民館関係者にはすごく事業がやりやすい

のではないかと思います。公民館が地域の方々と連携、協力をしやすいと

思います。P.7 にあります「地域づくり活動協議会」に関してですが、箕

郷町では平成 23 年から立ち上がりましたが、22 年当時話し合いをする時

に、区長会事務局が地域振興課にあったんですね。地域振興課の仕事で協

議会を立ち上げたものですから、消防だとか、婦人会さんだとか、色々な

団体さんに話しかけて協議会を作ることが本来だったんでしょうけれど、

区長会だけで立ち上がったものですから、公民館との繋がりは今もないん

じゃないかなぁと思います。三校区でも。そんなことで、こういう冊子が

出て、館長さんだとかが、各団体とかに話をして、事業が進みやすくなる

のではないかなと思っております。町民運動会も、芸能発表会も、体育振

興会が行ったり、文化協会が行ったりで、公民館の方がちょっと連携がさ

れてないんじゃないかと思うんですね。 
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さっき副会長さんが申されました公民館の運営推進委員にも、館長に会っ

て今度出させてほしいとお願いしたら、前かその前の委員さんかちょっと

分かりませんが、そんなの必要ないよと言われたので、連絡しなかった。

今回から出席していただきますということがありました。 

問題になっている P.16 の 1 小学校区 1公民館のところで、箕郷地域につ

いては最後のところで「地域の事情に十分配慮する必要がある」となって

おりますが、これも館長さんとの話の中で、「まぁ、必要ないだろう」と

いうことが委員さんから出たということも聞いているんですよね。予算を

つけるなんて話もあったらしいのですけれども、いらないというような話

が出たそうです。22 年度に、私も箕郷町の審議会に出ていたんですけれど

も、その時にある委員さんから「1小学校区 1公民館というのはどうなっ

ているのですか」という話が出て、その時は懇談会でしたので、課長さん

から、高崎市の条例に従って進んでいるんだ、ということは話されたんで

すよね。審議会ではそういう話は出ず、懇談会の席だけだったんですよね。

そういったことから、やはり町民も公民館を必要としているのではないか

なぁと思います。地域づくり活動協議会も公民館ではなくて、持ち回りみ

たいな、町内会の集会場を使って会議をしているのが現状です。そういう

ことで、やっぱり公民館はあったらいいかなと思っているところです。 

会長   地域の皆さんが必要と思っていただくところが一番原点ですから、お願い

いたします。 

倉渕地区選出委員 素晴らしい答申をまとめていただいて感謝しております。P.10

の伝統芸能の関係なんですけれども、どの地域も伝統芸能の継承というの

は、本当に悩みの種だなぁと思います。私も実は、昨年からうちの地区で

400 年続いている水沼獅子舞という伝統芸能があるのですけど、私の先輩

が 88 歳になりまして、もう引退だからやってくれというので、実は昨年

から獅子舞の保存会に入ったんですけれども、一言に伝統芸能継承ですぐ

地域でやれるものじゃないなぁというのが分かりました。ではどういう風

に会員を増やすかなぁと言ったら、昔から農家の長男じゃないとその獅子

舞の組には入れないよ、というのがあったんですね。ところが、もうどん

どん人口は少なくなる、子どもは少なくなるということで、地域のそうい

う枠を取っ払って、今度は行政区で保存会をしましょうということで、行

政区で獅子舞保存会を作った訳です。区長さんが束ねてね。ですから、新

規の方にはパン屋さんがいました、農業もいました。そういう方を入れた

んですよ。そしたら、やっぱり色々で良かったんですね。もっと会を増や

してやりましょうという風になってきたのですけれども、この最後の「踏

ん張り」というのが本当に私は良い文章を作ってくれたなぁと思います。

もう一つは、三ノ倉の山車囃子というのがあるのですが、小学生が太鼓を

叩きます。小学生が倉渕には 1年生が 10 人しかいないんです。そうする
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と、地域で太鼓を叩く子どもがいなくなってしまうというという心配があ

るのですね。そうなってくると、学校と公民館が連携して、倉渕中の子ど

もたちで、そういう山車囃子を保存していくこともこれからやっぱり連携

の事業も検討していくことかなぁと、つくづくこの調査していただいた結

果を見るとそういう風に思いますよね。私もこの年になってほら貝を吹た

り、歌を歌ってみたり、毎晩約 1ヶ月やるんだけれど、こんなに差がある

んですよね。中々年齢差もありますからね、1年生は一言も言わないで黙

っているんだけれども、相談かけられるんですけれどもね、中々言えない

んですよね。難しい継承だと思っています。 

倉渕は、25 年度に公民館が全部支所に移行しますね。ですから、体験とか

実践のものが、若干今の公民館活動と違って、少し町民の方々に不便をか

けるかなと思います。公民館活動とか地域の皆さんにお願いをして、館長

と主事で工夫してますけれども、今度は一つの建物に入るから、行政と公

民館の事業との連携は今まで以上にうまくいくかなぁという感じはしま

すね。 

会長   地区の運営推進委員会には入ってらっしゃるんですか？ 

倉渕地区選出委員 いや、入っていません。だけど、私は事業にほとんど出ているか

ら、行かないと電話が来るんです。今度行ってみようかなと思っているん

です。 

婦人会選出委員 皆さんから色々な意見が出たので、私は細かい文言についてよろし

いですか。 

P.1 からですが、下から 5行目の所で、先程会長さんは「機関等との連携」

とお読みになったんですけど、これは「連絡」なのか、「連携」なのかど

ちらなのでしょうか。 

会長   「連絡」です。 

婦人会選出委員 それから、次のページですが、上から 2行目ですけれども、「面積

がどうの、設備がどうの、利用基準がどうの」と「どうの」と 3つ続くの

で、これはどうなのかなと思います。「面積、設備、利用基準がどうの」

という方がいいのではないかなと思います。 

会長   そうですね、そうしましょう。 

婦人会選出委員 それと、同じページの一番下の 7ブロックの所が「地域」と 4箇所

も続いているのですね。 
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会長   これは元々のブロックの言葉ですね。主事さんが書いた言葉です。 

婦人会選出委員 ちょっと気になったので。どうなのかなと思いました。 

 それから、P.5 の③の「飲食の場」というのが読んでいて引っかかったん

ですね。「飲食の場」というと何でも食べてもいいのかなという印象を受

けます。 

会長   「飲食も可能な場」にするとかね。 

婦人会選出委員 ちょっと変えた方がいいのかなというのが私の意見です。それから、

⑤の「地域を強くする」という言い方がいいのか「地域を高める」という

言い方がいいのか、どうなのかなと感じました。 

後は、P.9 ですが、公民館と学童保育との連携を期待したいというのはす

ごく素晴らしいことだと思います。これには地域の人材の発掘というのが

重要視されるのではないかなというのをここで強く感じました。これは文

章どうのこうのではなく、人材の発掘というのが重要で、そうでないと連

携も中々ままならないのではないかと感じました。 

それから、P.10 ですが、下の方の「京ヶ島・中川・上郊・六郷」でその後

にこういう風に書いてあるので、その前の4つはこれはどうなのでしょう。

上室田の八木節、中川の獅子舞、京ヶ島の太鼓などという風に書いてある

ので、地域を書いて、細かい説明がいいのか、細かい説明だけでいいのか。

後で委員さんで決めてください。 

会長   上室田までが八木節があって、六郷・中川が獅子舞があって、京ヶ島が太

鼓ですね。では、京ヶ島の八木節と太鼓ということですか。 

婦人会選出委員 はい。その方が私自身はいいと思います。 

会長   ではその表現がいいですかね。逆に八木節（京ヶ島～上室田）、獅子舞（六

郷・中川）、太鼓（京ヶ島）というのでもいいですね。 

婦人会選出委員 ちょっとここも重複しているので気になりました。 

会長   京ヶ島は二つやっているのですね。六郷も二つやっているのですね。 

婦人会選出委員 後はありません。 

長寿会選出委員 非常に良いと思うのですが、公民館としてこういう風にぶつけられ

ると、全部できるのかなぁと、そっちの方が私は心配です。箕郷地区選出

委員さんは良いのができてやりやすくなったと喜んでいらっしゃったよ
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うでしたけど、本当にそうかなという疑問が私にはあります。これを全部

やるっていうのは大変ですよ。ボリュームがあり過ぎるんじゃないかなと

私は思います。それから、飲食についても何でも禁止ではなくなっている

ことをうたわれていますけど、本当に飲食は今年からこの答申が通ればで

きるようになるんですか。 

会長   もうすでに始まっています。 

長寿会選出委員 先程副会長さんが、アルコールはいけないけど、と仰っていました

が。 

会長   アルコールは禁止です。 

長寿会選出委員 では、お昼のお弁当を食べるとか、お茶菓子をつまむとか、そうい

うことはいいのですか。 

会長   そういうことです。 

長寿会選出委員 今まで一切それはダメだったということですか。 

会長   ダメだとういうことではなかったのですが、皆がダメだと思い込んでいた

のですね。そういう風に伝わってしまったのです。 

長寿会選出委員 私はそういう風に聞いていました。長寿会で集まると、お弁当でも

取って食べると、食事しながらだと本音が出ると思うんですね。そういう

のを緩めてやるというのは非常に良いことだと思います。 

会長   本来は可能ですね。ところが、なぜかアルコールダメですということが飲

食全てダメですという風に伝わって、思い込んで皆でそう言ってきている

のですね。それは勘違いですということを逆に改めて言っているのです。 

長寿会選出委員 それから、小学校と公民館の交流はちょっと距離として遠すぎるか

な。下里見公民館に行った時、すぐ隣だったんです。あの位の距離だと交

流ができるかなと思います。八幡はちょっと遠すぎるかなと思います。今

度公民館を作る時は、できるだけ小学校近くの空き地を確保して、公民館

を作ってほしいということをお願いしたいです。 

会長   原則そう作ってきたのでしょうけれど、たぶん土地がなくて、ということ

もあったので、ちょっと遠い所に作ったということもあるかもしれません。 
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長寿会選出委員 できればそういう所を考えてほしいです。以上です。 

ユネスコ協会選出委員 三つくらい気付いた所がありますが、専門委員の皆さん本当

にお疲れ様でした。P.4 の所で、私も生涯学習推進委員をやっている関係

で、地域素材を活用しているんですよ。こういう中であえてそこまで踏み

込まなくてもいいけれど、「人材と地域素材」、そういう言葉が入ると、生

涯学習推進委員はそんなつもりで動いていますので、すごく響くかなとい

う感じがいたしました。P.6 で学校との連携という中で、私は逆に公民館

から求められた前職の頃、公民館で学校の児童の作品を一定期間預かって

展示してくれたんですよ。学校は中々地域の方も敷居がちょっと高く感じ

るでしょう。文化祭とか一定のものしかないですし。ところが、地区公民

館でやってくれたんですよ。子どもたちも地域の人が見てくれるのが嬉し

いし、そういう点が触れられているといいと思います。 

会長   もし差し支えなければ、どこの学校で何年位ですか。 

ユネスコ協会選出委員 乗附公民館で毎年必ず求められていました。１週間ほど展示

していました。それもまた、賞を取って返ってくるので、子どもの励みに

なったようです。学校は負担はありません。あと、P.16 なんですが、私は

公民館が不備な吉井に住んでいる関係で、「地域の意思に従い」というこ

とで、その地域の意思ということは分からないですが、私は住民として生

活すると、1小学校区 1公民館は有り難いです。だけど、生涯学習推進員

をやっていると、吉井の公民館の設置状況はとても遅れていると感じます。

具体的に、馬庭幼稚園の施設替えという答申案が出ていますが、予算とか

の関係もありますので、1小学校区 1公民館というのは迅速にはいかない

と思いますが、実現を期待をしております。 

会長   「地域の意思に従う」というのは第 1ステップとしてという言葉に変えま

しょう。 

ユネスコ協会選出委員 その方が有り難いです。この「意思」っていうのが一人歩き

してしまうと心配です。 

住民としてはすべての小学校区に公民館がほしいです。以上です。 

学識経験者（Ｂ） 何年か委員をやらせていただいていて、今までの答申がその時の社

会現象に合わせて、公民館活動をどうしたらいいかというのが割合に具体

的なテーマがあったんですね。今年度のは本当にまた原点に戻って、公民

館とはどうあってほしいかという原則と理想論を求める、ようやく成熟し

てきて、体制が整ってきたためにこういう答申が出てきたんだなと思われ

ます。大変とは思いますが、各公民館長さん、主事さんの意欲も高まって
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いるので、これだけ立派な答申が出れば、手応えは十分あると思うんです

ね。全体の構成で見て、会長さんが指摘したように、P.1～3 までのこの念

押しの文章はすごく値打ちがあって、これをやってくださいね、というよ

うなことが丁寧に書かれている。それから、P.13 の原則の確認から、その

後に問題提起までが後半の山場だと思うんです。それと真ん中の方にいく

と、3つに分かれているので、できれば紙の色を変えたら見やすいかなと

思います。内容がすごく色々に分かれていて、かつ念押しが上手にできて

いる構成だなと感じましたので、色分けのことは別として、そこが明確に

なればということです。もう一つの大きな分類の中で、Ⅴの公民館利用原

則の確認というのがⅠの最初の提案に結びつく提案なんですよね。これが

あって、今までのことをやってください、これはもう一度勉強し直してく

ださい、将来には具体的に、5年間くらいに公民館運営の実態が変化する

かもしれない予測、あるいはそういう課題がきっちり出ているので、今や

っている方も今の見直しだけじゃなく、もっと前に進まなくちゃいけない

んだなというテーマを、金沢市のことがあったので、すごくグッとくると

思うので、この三つの感じに分けたらと思いまして、あえて利用の確認と

いうのを後半のメインにされてるのかなと思いました。それから、防災の

ことは比較的新しいテーマで出ているので、ここが P.9(5)の「防災・防犯・

景観づくり」と最後の方の「防災拠点としての公民館」と 2つ防災の所と

分かれているのを、最後の「防災拠点としての公民館」ということを印象

付けたらどうかなと思います。(5)もとても良く書かれています。 

会長   防犯と景観はプラスアルファの話として、加えながら直してみましょう 

学識経験者（Ｂ） 本文の中では細かいこともあるのですが、「特に、あるいは、新たに

留意してほしい点」という指摘が髄分新しいことと大事なことが入ってい

ると思いました。P.4 の真ん中で、「各団体との懇談会」という言葉が、推

進委員会と別にもっと懇談会で声を拾いあげるというのがすごく新しい

です。それから、各部会をたくさん作ってくださるとありましたよね。P.7

の部会で、これは具体的に⑤のその他まで出たので、さっきの見学に行っ

て年に 2回しかしないで、何もないで終るものの下にこれだけの部会があ

れば、部会報告、それから関わる部会委員の人の層が厚くなるので、全体

をまとめるのにいいと思われるんです。この提案は大事かなと思います。

ちょっと読んでいて「あれ？」と思ったのが、P.5 の②の「設備や表現等

にいっそうきめ細やかな配慮を図る」というのは何を言っているのか私に

はよく分かりません。「設備や表現」というのは何をしてほしくて書いた

のかなと思いました。 

会長   サインの問題かなと思います。 
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副会長  一つは外国の方が利用したりするから、私たちが国際交流でやっているの

はルビを全部つけているんですよ。そんなことを言いたかったんですけれ

ども。 

学識経験者（Ｂ） 分かりました。 

会長   サインという風に表現を変えた方がいいかもしれないですね。 

学識経験者（Ｂ） 大体そんな感じで、すごくいいかなと思います。 

市議会選出委員 本当に委員の皆さん、ご苦労様というか素晴らしいものを作ってい

ただいたなという感想でございます。内容的なものに関しては、殆ど皆さ

んに言って頂いたので私から言っておくことはほとんどないですけれど

も、若干ちょっと問題点として、例えば、学校との関わりの中で子ども会

が今各地域、例えばうちの地域の鼻高小の子ども会が休止というような状

況に陥っています。この状況というのはこの数年の間には、どんどん広が

っていく、そういう中で公民館としての関わり合いがどういう形になるの

か、その分ある意味では学童の方が少しずつ関わってくるのではないか。

それからもう一つ、PTA の関係も実は子ども会に準じて徐々に今減りつつ

あるんですね。というのは、子ども会にしても、PTA にしても、実は義務

じゃないということがどんどん広まってきているんですね。もう都会の方

では PTA がないところもあるというのが現実ですから、そういう中で、ど

ういう形で公民館との繋がりというのが、組織も含めて接点があるのかな

と、現状として公民館の館長の皆さんも把握しておいていただければなと

思います。 

防災拠点という観点は、私も何度か今までにも一般質問をやっております

ので、たまたま町の方も防災計画を運用という中で、やはり公民館という

のは 2次っていう位置付けになっていて、ここに備品などが必要だと言っ

ているんですけれど、こういう形で答申を出していただけると、更にその

辺の所が進んでいくのかなと思います。特に、市との、それから学校との

連携というのがほとんどできていないというのが現状ですから、そういう

ような所も防災関係に関しては一言付け加えていただければなと思いま

す。どうしても、一番近い所で一番頼りになるのは、町内公民館ないしは

集会所ですかね。その次に、やはりある程度近いというのが地区公民館で、

ここはやっぱり設備が整っていますからね。最終的には学校というのがよ

く出てきますけれども。体育館がある程度長期的という流れになっていま

す。初日、2日、3日位の間の受け入れ態勢も含めると、やはりここに書

いてありますとおり、備蓄する部分というのがどうしても少し必要なのか

なと思います。この辺のところは当然予算の関係もありますし、是非私も

今後も訴えていきたいなと思っております。 
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それから、最終的な配置の問題ですね。これは非常にやっぱり大切だと思

います。今後どういう形でやっていくか、議会もこの辺の所も踏まえて進

めていきたいと思います。私も 1校区 1公民館というのが理想的ではあり

ますけれども、この辺の所は地区の皆さんともよく検討しながら進めてい

きたいと思っています。 

会長   市民が理想とする所を共有しておかないと、現実の予算等々含めながら、

ステップを踏むことができないので、少なくとも公民館関係者は 1小学校

区 1公民館はあるべき、現実化しなければいけない理想だという共有だけ

はしたいなと思います。それで、前文に書いている所で、あくまでも諮問

は館長会に対することなんです。だから、館長会がそれを市教委にきちん

と提案するか、あるいは議会に話をされるかというのは、館長会が動かな

いことには絵に描いた餅になってしまうんですね。それで堀口委員さんも、

通常の流れでいくと、一年、一年で委員長がお変わりになられるので、委

員長じゃなくて、一委員として発言ができる時に、答申がどう館長会から

市教委に伝わるのか、市長部局がどう受け止めたのかということを議会中

で議論していただけると助かります。お願いします。 

市議会選出委員 はい、承りました。 

会長   定刻になってしまって、まだご意見もあろうかと思いますが、私の方で引

き取らせていただいて、今日のご意見を整理して、もう一度委員の皆さん

方にお返しをして、次回の審議会には正本という形で確認をしていきたい

と思っています。次回の委員会はなぜ確認になってしまうかというと、館

長の推薦に関する意見聴取があり、更に各館及び中央館が出してこられる

自己評価に対する第三者評価としての審議会の仕事がございますので、そ

の二つを考えると、答申については最終確認していただくというのが手一

杯だと思います。では、事務局に戻しますので、その他のことについて皆

さんにお伝えすることがあればお願いします。 

事務局  ご審議ありがとうございました。その他ということで、まず一つ目に公民

館主事研修・ブロック別課題研修報告会について、ということで、一枚

紙で実施要項を用意させていただきました。趣旨等はそこに書いてある

とおりで、日時が 2月 14 日の 10 時から 12 時を予定しているということ

です。中央公民館の 1階の視聴覚集会室で行います。ここに参加対象者

としまして、公民館主事の皆さんが参加しますが、都合のつく公民館長

さん方、公民館の運営審議会の委員さん方ということで書かせていただ

いています。日程はそこに書いてあるとおりです。もしご都合がつきま

したら、当日受付名簿と報告書を用意しておきますので、来ていただけ

れば特に事前の申し込み等はいりませんので、よろしくお願いします。
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また、次回の審議会は 3月 5日の火曜日、13 時 30 分からこの場所で行い

ます。当初の予定は、3月 15 日の金曜日ということでお願いしてありま

したが変更になりました。お間違いのないように、よろしくお願いいた

します。 

会長   さっき言いました館長任命に関しては、この審議会の意見を教育委員会に

あげなければならないので、日程的にこの日でないとダメだということで

したので、3月 15 日とご予定に入れていただいた方が多いと思いますけれ

ども、急遽 10 日前に前倒しになりますので、ご了承ください。申し訳ご

ざいません。最後は、まとめをお願いします。 

副会長  長い間ご審議ありがとうございました。先程会長さんがお話したように、

3月 5日には答申を製本していただいて、皆さんに配布する形になります。

本日はお忙しい中、ありがとうございました。


