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平成 25・26 年度 第 1回公民館運営審議会 会議録 

開催日時  平成 25 年 7 月 19 日(金) 午後 1時 30 分～3時 30 分 

開催場所  高崎市中央公民館 第 1集会室 

議題    １ 公民館運営審議会委員について 

① 公民館運営審議会に関わる法律等の説明 

② 公民館運営審議会に経緯の説明 

     ２ 高崎市公民館長任命に関する意見聴取 

     ３ 平成２３・２４年度答申について 

     ４ 公民館主事ブロック別課題研修報告について 

     ５ その他 

   ・平成２５年度の審議会日程について 

      ・委員に関わる公民館行事について 

公開・非公開区分  公開 

出席委員 (１８人） 

竹内歳雄委員 ・小此木正信委員・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 ・伊藤亜都子委員 

吉村晴子委員 ・橳島道雄委員 ・清水昭行委員 ・関正委員 

町田俊雄委員 ・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）   

白石政子委員・坂井義枝委員 

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  

新井博公民館連絡協議会長・柴田彰公民館長・矢島繁館長補佐 

横尾律男館長補佐・進藤丈直館長補佐・間野夫佐代主査・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１回公民館運営審議会 議事録

○会長及び副会長の選出について

事務局：事務局案といたしましては、議長を前会長である熊倉委員さんにお願いした

いと思いますが、よろしいでしょうか。 

～一同、拍手で承認～ 

事務局  ：では熊倉委員さん、議長席へお願いいたします。 

熊倉議長 ：会長を選ばなければならないので、「会長をやりたい」という方は手を

挙げてください。もしいなければどなたかご推薦はありますか？ 

ユネスコ協会選出委員：熊倉委員さんでお願いします。 

全員賛同。 

熊倉議長 ：それでは大変せん越ですが、皆さん方ができるだけ多くの意見を出して

いただけるために、しゃべり過ぎないように務めさせていただきます。 

～一同、拍手で承認～ 

熊倉会長 ：副会長も選出ですので、まず手を挙げていただくか、どなたか推薦があ

れば、どちらでも結構です。 

新町地区選出委員：前期同様、荻原委員さんはどうでしょうか。 

全員賛同。 

熊倉会長 ：それでは、荻原さんに副会長をお願いします。 

事務局：では、荻原委員さんよろしくお願いします。 

～一同、拍手で承認～ 

１ 公民館運営審議会委員について 

①  公民館運営審議会に関わる法律等について事務局より説明 

②  公民館運営審議会の経緯について事務局より説明 

会長 ：今説明をいただいたことの中でお分かりにくいことがございますか。改めて

申しますと、３つのことが役目です。 

１つは、各地区公民館長が公民館連絡協議会を作っていて、通称館長会と言

っています。公民館連絡協議会が全４３の地区館で起こっている事態につい

て、皆さんのご意見を頂き、今後公民館活動を盛んにしていくために、諮問

をします。それに対して２年かけて答申をしていきます。２年かけるという

のは、委員の任期が２年だということがもちろん根拠にあるわけですけれど

も、それだけではなくて、１年間ではわずか５回集まって最初は委嘱式と顔

合わせ、その他公民館に関わる研究集会、新設、改築されました公民館の視

察等々というのを入れて事情を知ることで、まず１年目はお互いの輪を作っ

て学び合いながら事実を知っていく。館長さんたちと心のつながりを作って
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いくのに大体１年が終ってしまうでしょう。そうすると１年では答申は仕上

がりませんので、それを踏まえて２年目に答申の文章をみんなで作っていく、

ということで２年間で１つの諮問に対する答申をまとめていく形になりま

す。それとあらかじめ申し上げておきますが、この審議会は、審議会本来の

形をとり自分たちで調べて自分たちで書いていくという答申の方法をとっ

てまいりました。よく言われるのは、事務局側が書いたものを聞いて、まあ

それでよろしいだろうと、拍手を送って答申が行われたり、計画の決定が行

われたりするのですけれども、ここはそうではなくて、皆さんが話をしたこ

とを皆さんで書いていく、という形になります。その専門委員さんに誰を選

ぶかというのは、来年の秋口になって、少し会議が進んでからになります。

２年のスタンスでやっていきます。それが１つです。 

２つ目は公民館長の任命に関して、古い社会教育法は必ず審議会の意見を聞

いて教育委員会が決定しなければならないとありました。それは多くのとこ

ろでは形骸化したり、なくなってしまったりして、社会教育法も問わなくな

ったのですが、高崎市はきちんとそれを受けて４３の地区公民館長に関して、

館長会自身でお考えになった要綱にしたがって、そのとおり行われているか

どうか、あるいは緊急避難的に対応しなければならない問題があるかどうか、

ということをおはかりしています。全体としてそのとおりに選ばれてきて、

問題はないだろうか、特に年齢の偏りとか、性別の偏りとかないだろうか、

ということをいつも審議させていただいています。 

３つ目は、今度は中央館も関係するのですけれども、中央公民館と４３の地

区館が行っている事業について皆さんが自己評価をされています。自己評価

をされているものについてこの審議会の中で、こういう風に評価されている

けれどなるほどそのとおりだよね、いや逆にあまりにも自分たちを厳しく見

すぎてないの、甘く見すぎてないの、という意見を出していくということが

あります。本来こういう評価というものは、一番大切だと思うのですけれど

も、それが６年くらい前から定着化をしておりました。これについては毎年

毎年やります。それをまとめていただく各館はとっても大変なことを１２月

くらいにやっていると思います。それを受けて審議します。 

その３点が皆さんと意見交換しながら進めていくというのがこの審議会の役

割になります。 

議会の視察と同じで、この審議会は審議会として研究会に行ったり地区を視

察したりという活動を通した審議会になります。そのことは大体お分かりに

なりましたでしょうか。 

２ 公民館長任命に関する意見聴取 

会長 ：次に、本来ですとこの時期にはないのですが、公民館長任命に関する意見聴

取について、事務局より説明をお願いします。 
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事務局 ：お世話になります。議事の（２）になりますけれども、高崎市公民館長任

命に関する意見聴取についてご説明させていただきます。お手元にあります

高崎市公民館長任命に関する資料ですが、申し訳ないのですが個人情報がか

なり入っておりますので、会議が終りましたら回収させていただきますので、

よろしくお願いします。それではご説明をさせていただきます。 

    平成２５年６月２１日付で淡島 直樹様が一身上の都合によりまして、堤ヶ

岡公民館長を辞任されました。高崎市公民館長任命に関する資料を１ページ

めくっていただきまして、名簿の３６番、堤ヶ岡公民館をご覧ください。平

成２５年６月２２日より中央公民館長 柴田 彰が堤ヶ岡公民館長を併任し

ております。公民館運営審議会に関わる法律等資料１３ペーをご覧ください。

上から２番目、推薦の手続について記された第２条を見ていただきたいと思

います。この要綱第２条に基づき、平成２５年６月２５日に堤ヶ岡公民館運

営推進委員会が開催されました。館長候補者といたしまして、飯嶋 優様が

推薦されました。平成２５年６月２６日付で、堤ヶ岡公民館運営推進委員長

から推薦書が中央公民館に提出されました。そこで簡単に飯島様を紹介をさ

せていただきます。現在６９歳でございます。経歴につきましては、定年退

職後平成２３年４月より平成２５年３月まで２年間、菅谷区長を歴任されて

おりました。そういったことを踏まえまして、堤ヶ岡公民館長として適任者

であると考えております。以上誠に簡単ではございますが、ご紹介をさせて

いただきました。どうぞ館長の任命に関し、委員の皆様方のご意見をお聞か

せいただけますよう、よろしくお願いいたします。なお、館長の任命に関す

るご意見をお聞きした上で、今月３０日に開かれます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。教育委員会で議案が通った段階で、

８月１日付堤ヶ岡公民館長として就任していただく予定であります。雑ぱく

な説明でありますが、よろしくお願いいたします。 

会長 ：ご意見等ございますでしょうか。区長会選出委員さんから付け加えるような

ことございましたら。 

区長会選出委員 ：ございません。 

会長 ：一人だけ上がってくることはめったにないですが、特別なご事情があって、

辞任されたものと思います。また運営推進委員会できちんと皆さんが審議を

されたものですので手続き上、要件上問題はないと思いますが、よろしいで

しょうか。 

    ではその他、このこととは別個に公民館長のことについて何かご意見ござい

ますでしょうか。 

ＰＴＡ選出委員 ：地元東部公民館の館長は、１３年という長い間ご尽力されており

ます。東部公民館は今、会長さんからお話があったように、新築ということ

で大変な時期にきています。１３年も続いていますが、もう少し例えば年数、

任期の部分を上限とかそういうのを定めていただくと、あとで引き継ぐ方が

楽かなと思うのですが。 
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会長 ：ご意見として館長会で受けていただいて、改めて館長に関する要綱について

審議会の中で意見を求めるかどうか考えましょう。確かにそういうことは気

になっていることではあります。 

連絡協議会長 ：東部公民館の場合は建替え問題がありました。色々な人に公民館長

をやってもらうことが大事なのですが、諸般の事情があって、やってもらわ

ざるを得なかったと思います。 

会長 ：そういう問題はこれからも発生すると思いますが、そのたびに適宜意見を申

し上げていくということが重要です。とてもいい意見であると思います。あ

りがとうございました。 

家庭教育関係者(Ａ） ：もう一点、先ほど年齢や性別に偏りということで一目瞭然

ですけれども、中居公民館の土屋館長さんだけが女性ですので、これもなか

なか難しいかと思いますが、今後女性の館長さんが増えていただけるといい

なと思います。 

会長 ：それもたびたび議論になるのですが、公募委員(Ａ）さんも選任される可能

性もありますので、公募委員(Ａ）さんもどこかの地区公民館に。無理です

か。 

公募委員(Ａ） ：管理人ですか。 

会長 ：いえいえ、館長です。 

公募委員(Ａ) ：管理人だったら出来ますけども、館長さんはできません。 

会長 ：管理人の方が大変ですよね、館長よりはるかに。ご意見として参考にさせて

いただきたいと思います。加えますと主事さんも女性の主事さんがなかなか

いない。今回家庭教育関係の委員さんとして、お二人の女性がいらっしゃい

ますけど、そういう方がこちら側にいても現場のところに女性の主事さんが

少ないというのは残念なことです。 

３ 平成２３・２４年度答申について 

会長 ：では、３番目になりますが、ちょうど１時間経つので、答申についての中身

はさらっとお話をして、先ほど新井館長さんがお話されたように、今各地区

館で行われている事業について、色々発表したり、議論されていらっしゃる

ということだったので、そのことをお聞かせいただいて、我々も一緒に考え

ていく時間にしたいと思います。 

今回初めての委員の方もいらっしゃいますが、毎回２年に一遍、答申を作っ

ています。前回からの委員の方にとっては、私も含めて自画自賛になるので

すが、比較的今回良くまとまっている答申だと思っております。今まで議論

してきた中で、特に新井館長さんが話していたように、せっかくみんなでい

い議論を出しても、いいお話を聞いたよで終ってしまうことが間々あるよう

なので、そうではなくて実際にそれをどう生かしていくか地区館自身でそれ

を生かせるものと地区館の枠を超えて教育委員会としっかり議論しながら
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進めていかなければいけないこととを分けて進めてください。特に１小学校

区１公民館という形は原則として進めてきたわけですけれども、幸いに皆さ

んにご理解いただいて「自分の所にも整備しようね」という話もあるのです

が、中々それは地区だけではできなくて、どうしても教育委員会できちっと

した議題にしていただかないと動かないわけです。そういうことについては

教育委員会にきちっとあげてというようなことが大体書いてあります。 

特に公民館の設置運営に関する基準は今世紀に入って大きく変わりまして、

今までは非常に細かいことを規定していたのですが、そうではなくて地域の

実状に応じて公民館を運営してください。地域のあらゆる拠点にしてくださ

い。家庭教育にしても各種団体等にしても、地域の拠点なんだということを

強調しているんです。それに私たちの市の体制はほぼ合ってるので、それに

完全に合わせる形にして進めていきましょうね。ということです。 

また、主事さんが昨年度、レベルの高い研修をされました。今年も継続され

ているのでしょうね？一発いい花火が上がって終わりというのはまずいの

で、ぜひ館長さん方も主事さん方も我々もみんないい意味で公民館に対して

は学び直していくということです。 

その中で、特に注意してほしいことは、一番近いはずの小学校との連携が建

物だけは隣り合わせだよということで終っていることが間々あるようです。

その原点をもう一度考えてください、地域の集いの場として、公民館運営推

進委員会や地域づくり活動協議会を重視してください、食育の場としての公

民館という形が本当に機能できるように施設整備の問題や人的配置の問題

や、地域のＪＡさんたちとの連携を意識してください、学童クラブとか図書

館との関係や伝統芸能の拠点として公民館ときちっと連携しましょう、とい

うことが、大体１０ページくらいまでに書かれています。 

    続いて、前回までの委員であった経大の友岡先生が評価してくださいました

けども、公民館だよりが工夫されてきているということでありますが、幾つ

かの公民館で非常な努力を始めています。住民が読みたくなるような公民館

だよりを作り始めています。その一番いい例は金古公民館で、折られていて

パッと開けるとＡ３版になるという大変工夫をしたものを作っておりまし

て、それに段々刺激を受けながら、いい公民館だよりを作って自分たちがや

っていることを伝えて、皆さんが集まっていただけるように努力をしましょ

うね、この事業はこういう所に伝わらなければいけないのだよということを

考えて配りましょうね、ということを書いています。 

それから防災、防犯の拠点としては、公民館がまず災害が起こったときに人

が集まる最初の場所です。必ずしも最終的な避難拠点でないにしても、備蓄

品とか防寒用具とか連絡網とか、耐震はちゃんとなっているかとか、最低限

のことを取り組みましょうということです。そうなると、地域の防災活動等

に本当に公民館が拠点となり動いている例は、まだまだ少ないという状態で

す。ただ、昨年度からかなり多くの公民館で具体的に動き出して、防災マッ
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プ作りを始めたり、防災訓練を始めたりしているようです。そういうのでは

効果があったのかなと思います。 

また、公民館の体制については、公民館を使うときに飲み食いが禁止だとよ

く言われるのですが、飲み食い禁止だというのは実はまじめに考えすぎてい

るところがありまして、何かやるときにみんなが持ち寄ったおにぎりだとか

ちょっとしたお菓子だとかは食べていいでしょう。お茶は当然出し合っても

いいでしょう。ただお酒は飲んでしまうと、後片付けをしない、それから近

いからと言ってハンドルを握っちゃう人がいたら大変なので、それだけはや

めましょうね。小学生の教育の場でもあるから喫煙については考えましょう

ね。それが原則であって、みんなが和を取るためにお茶を飲んだり、ちょっ

とお茶菓子をつまむくらいは当たり前ですよ。それをあまり硬く考えないで

くださいということと、逆にもっぱら営利というのは企業と連携してやるこ

とがまずいのではなくて、むしろそこを無料のカルチャー教室に使えると思

っている先生方がどんどん同じ講座を開いていったりしていくことが問題

で、企業との連携等はむしろ積極的にやって事業展開できるような考え方も

してください、ということも書きました。意外に硬くというか誤解している

ので改めて書いてあります。 

最後に１小学校区１公民館の問題と今後公民館をどうやって管理していっ

たらいいかということの中で、金沢市の例ですとか、各地区でどうやったら

１小学校区１公民館を本当に早く設置できるだろうか、ということの考え方

を示した次第でございます。この中で、今日は社会教育課はいらっしゃいま

せんけれども、社会教育課が建物の管理等に関わりその予算組みをされ、ず

いぶん悩んでいらっしゃるところがあって、皆さんからのご要望に丸々答え

る形での新設公民館はそう簡単には残念ながらできません。でも、あるもの

を変えて公民館としていくということについては知恵を出し合っていきま

しょうというご回答を各地区でなさっています。あるところでダメだって言

われちゃったって聞いた区長さんたちがいらっしゃるようですけれども、そ

ういうことではなくて、すぐに新設といわれても同じ基準の公民館をすぐに

建てるというのは確かに残念ながらできません。地区公民館の役割を果たせ

るような形に既存の施設を直していく、そういうことなら対応はできるかも

しれない。知恵を出し合ってください。近年新築された下里見公民館や全面

改築中の倉渕公民館がとてもいいものですから、皆さんがあれと同じにと言

いますと、いつになっても１小学校区１公民館が整備できませんので、とり

あえずはこれでお考えいただきたいということを述べてあります。それが昨

年までの流れです。 

    それとこの答申に基づいて前常任委員長で公運審の委員でした堀口順議員

さんが６月の市議会で公民館の在り方について取り上げてくださり、この答

申の内容も議会にも他の執行部の方々にもご紹介いただいき、またビデオに

もなっておりますので、大変ありがたいことだと思っています。 
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    それでは、新井館長会長さんに戻しますので、今地区館でどういう取組を行

っているか、また改めて委員の皆様に伝えていただければと思います。 

連絡協議会長 ：この間館長会の中で出たのは、いわゆる連携事業をどうするか、小

中学校、あるいは施設との連携はどうなのか。学童クラブとの連携等も話題

になりました。一番進んでいるということを言えば、中川小学校。学童クラ

ブの子どもたちを夕方希望者を募って指導した。そして答申にあるようなこ

とができたのだと報告がありました。また、公民館によっては夏休みを利用

して絵画教室、水彩画教室を開いて、そこに専門講師を呼ぶと同時に、中学

校の美術部の生徒に来ていただいて、お手伝いをしてもらう、子どもたちに

援助してもらう。これは手前味噌になるんですけれど、岩鼻公民館ではそう

いう形で矢中中の美術部の生徒が来て子どもたちに３日間ですけれど、講師

の先生と美術部の生徒が、小学生を３０人くらい集まるのですが、水彩画教

室ではお手伝いをしていただきました。なかなか中学生に参加してもらうこ

とができないので、そういった形での協力体制ができています。もう１つは

小学校の家庭科室を夏休みに使って親子で料理教室をやる予定ですが、私も

その教室に参加します。公民館にも調理室はありますが、狭すぎるので、や

ってもせいぜい１０人ほどしか集まらない。小学校の家庭科室は広いので、

３０人ほど親子が集まってやるという事業をもう３年以上やっています。他

のところでも色々な取り組みがなされてきていると報告がされていました。

特に難しいのは、今の子どもたちはなかなか一旦家に帰ると出てこない。特

に土日の関係で言うと小学生の子どもは、いわゆる一般の何とかクラブ、ス

ポーツクラブとそういった類のものに参加しているものですから、学校に行

ってチラシを子どもたちに渡しても、実際に集まってくるのは２、３人いれ

ばいいほう。子どもの数も少なくなっているのですけれど、子どもの集まり

が非常に悪くなってきたなと、最近感じます。子どもたちの様子を見ている

と確かに何かで遊んでいるけれど、ご承知のように大人もそうですが、夢中

でゲームをするなど個人遊び、集団でいても個人遊び、大人も歩きながら携

帯をやってるような状態ですから、これは子どもに何を言っても無理かなと。

そういう形で子どもが集まらない現実があります。中学校は進学問題があっ

て、なかなか事業をやろうとしてもそこに集まってくるというのはない。だ

とすれば、こちらから出掛けていってと言っても、部活動などの関係で非常

にコミュニケーションが難しいと。小学校の場合は出掛けていって話もでき

るのだけれど、実際に集まってくる子どもは少ない、と言うのが現状です。

あとは施設の連携で言いますと、学校の近くというのはかなり色々な施設が

ありますので、そういった施設との連携が進んでいるところもある。新町で

もそうですし、吉井の方でもやっていますし、色々なことが新聞等でも話題

になっているかと思います。私どもの方でも夏休みに美術館で親子で子育て

教室をやる。絵を見ながら勉強する、と言うのを施設との連携でやります。

個人で行けばお金が掛かるけれど、公民館として申し込めば無料で見られる。
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これが一番です。いつもそうなのですが、子育て教室の時には未就園児の親

子ですので、その講座の中の一講座には美術館との連携を入れて絵を見たり

学んだりする講座を入れています。施設が近いためそれができる。またこう

いう物を作りました。岩鼻地区の歴史を勉強するということで一枚紙でマッ

プを作りました。全戸配布です。歴史マップ作り部会というのを立ち上げて、

博物館や美術館、あるいは岩鼻の歴史研究会等々と話をしながら一年に一編

ずつ、地域を取り込んでこういった事業を公民館も中心となりながらやると。

そういう意味では、私どもだけではなくて、各地区の公民館で色々な形で答

申にありますような形で取り組んでいます。この答申に沿って各地区館がや

っているのだなということがわかってきました。 

会長 ：今の新井会長さんのご報告について確認したいことや、ご意見とかあれば遠

慮なくどうぞ。 

ユネスコ協会選出委員 ：連絡協議会長のあいさつと先ほどのお話の中で、答申が生

かされているということは、作っている側とすれば、大変ありがたいところ

でございます。話は少しずれてしまうのですが、答申の１７、１８ページに

ある部分、１小学校区１公民館の原点に立ち戻ろうとか、中央公民館の施設

更新課題ということについて、どんな感じでいくようなニュアンスがあるの

かどうか、また、隣の旧図書館を壊しておりますけれど、壊したものがその

ままなのか。見通しとして、わかる範囲内で、よろしくお願いいたします。 

館長 ：今の質問ですけれど、まず旧図書館の解体を今しています。その後はという

ことですけれども、駐車場になるようです。台数は９５台くらいの駐車場に

なる予定で、公民館としても皆さんに来ていただくのに、文化会館、少年科

学館含めての駐車場になりますけれども、今までは西側の駐車場がいっぱい

になると離れたところにある第２駐車場を利用していただきましたが、今度

は同じ敷地内になりますので利用しやすくなるかと思います。中央公民館の

施設の関係ですが、これについては方針がまだ定まっておりません。なので、

ここで建替になるのか、どこか移転するのかというその辺もまだ現段階では

なんとも申し上げられません。確かに施設は老朽化はしておりますけれど、

老朽化は仕方がないことだと思います。それについて修繕費だとか工事費を

できるだけ減らさないように、古くなっても公民館職員が明るく皆様を迎え

られるような形で我々はやっていかなければかなと思います。地域によって

色々皆様から話が出ましたが、なかなか現状では、すぐ建替をしよう、新し

い公民館を作ろうというようなことも、すぐにはいかないと思います。地区

の公民館につきましても、社会教育課が計画を立てているわけですけれど、

耐震の診断をして、これはもう危ないからすぐに建替なければならないだろ

うとか、そういった方法が決まってからでないと、なかなか施設というのは

造れないと思います。現状ではそういった状況にあります。 

市議会選出委員 ：合併した地域には、例えば吉井には７つ小学校があります。しか

も中心になっている公民館が防衛省事業で、国の予算から出ている公民館は
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結構あるのですね。そうすると改築とか耐震補強もすべて防衛省の事業、ま

ずそういうものを整備しないと解決できないと思うんですね。合併した地域

に関しては他にも色々な事情がありまして、ちょっとそれを館長に整理して

いただいて、きっと答えにくいし、それが方向付けになっているかと言うと

まだまだなっていない。 

ユネスコ協会選出委員 ：ありがとうございました。 

会長 ：実際色々なところで拝見をさせていただいたり、徐々に社会教育課の方でも

整理が進むでしょうから、そういう中で議論をして更には市民が等しく公平

に学ぶ場所ができて、地域の拠点にならないとやってる意味がありませんの

で、そういう観点から審議会としても、議論をしていく。答申していく。で

すから吉井地区でも箕郷地区でも問題があれば話していただいて、こういう

問題があって市民の公平性が保たれてないよ、ということであれば答申をし

ていかなければいけないと思います。 

連絡協議会長 ：まず、中央公民館がもう少しいいものになってくれないと困る。こ

の施設はずいぶん古いしエアコンもかなりいかれてきてるので、できれば建

替をしてほしいなと。駐車場になるのもいいけれど、駐車場になるのだった

ら公民館をそっちに建て替えて、こっちを駐車場にすればいいのではないか。

やっぱりここに建てるか、他の場所だというのはなかなか難しいだろうけれ

ど、ここならば非常に便もいいし、できれば中央公民館を建て替え、改築と

いうことをこの審議会でも話し合ってもらえたらありがたいなと。 

会長 ：新しい地区館を整備するというのは、館長がいないところの公民館なんです

ね。そのことについて館長会として、どのように考えるのかを、ぜひ意見を

賜りたい。また、中央公民館の建て替えについても館長会として考えていた

だき、審議会としてはどう考えるのかというような形で諮問を投げかけてい

ただくのもいいかと思いますね。少し議論をしていきたいと思います。 

４ 公民館主事ブロック別課題研修について

会長 ：次に公民館主事ブロック別課題研修報告について、お願いします。 

事務局 ：ピンクの表紙の冊子がそうなのですが、２つのことが書いてあります。前

半部分は高崎市公民館研究集会をまとめたものです。ブロック別の課題研修

報告ということなので、後ろの４１ページに公民館主事ブロック別課題研修

報告があります。目次を見ていただくと分かりやすいと思うのですが、そこ

に第１ブロック課題研修報告から第７ブロック課題研修報告ということで、

あげてあります。４３公民館が地域ごとに７つのブロックに分かれているの

ですが、第１が市の中心部、あとはそれぞれ分かれていて第７が群馬町の地

域となっています。特に市の中央部である第１ブロックでは公民館にできる

防災はどんなことかということで、先ほど会長さんからお話がありましたが、

昨年度２つの公民館で地域防災マップ作りの講座、４日間の講座に取り組み
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ました。その取組では地域の区長さん、民生児童委員さん、防災関係の方等

と連携して、あとは地域の方にも参加していただいて、どんなことが必要な

のか、実際に地域を歩いてみて、地域の気づきマップづくりいうことで皆さ

んと話をしながら、昔話なども交えながら歩いてみました。防災マップを作

るということが中心だったのですが、普段話が出来なかった人たちと話がで

きて横の連携ができた、そんな成果があったとのことでした。 

    第２ブロックは地域の教育機関との連携ということで、このタイトルだけで

は分からないのですが、高崎工業高校の体操部と連携をして、高校生に小学

生を指導してもらうということです。会場は佐野小学校の体育館で、小学校

との連携、高校との連携、最後には参加したお母さん方がカレーを作って、

参加者あるいは指導してくださった高校生に食べていただいたということ

がありました。 

    第３ブロックは中川公民館が中心となって、地域の伝統文化の継承というこ

とで獅子舞をなんとか伝承していけないだろうかということです。盛んなと

ころはいいのだけれど、絶えてしまいそうなところもある。ということで新

井館長さんからもお話がありましたが、それを学童クラブと連携して行って

いるということです。 

    第４ブロックは榛名地域を含んだ豊岡から倉渕の地域ですが、自分たち自身

でこれまでやってきた事業がどうだったのか。上手くいったのはどういった

ことなのか、失敗したのはどういったことなのかと分析して、それを次の事

業に生かしていこうということです。お互いに事業を持ち寄って、それにつ

いて意見を交換して、考えていくということでした。 

    第５ブロックは片岡、寺尾を中心とする地域ですが、これも教育機関、専門

機関との連携で、南八幡の方では、高崎商科大学あるいはポリテクセンター

という機関との連携がこれまで出来ていなかった、してこなかったというこ

とで、そういった専門機関があるのだから、アプローチしてみようというこ

とです。高崎商科大学でも公開講座をやっていたり、先生方がいらっしゃる

ので、公民館とも連携していただいて、事業を始めようということです。 

    第６ブロックは、生涯学習推進員さんが、それぞれの小学校区に３名ずつい

らして、地域のコーディネーターとして地域活動を盛んにしていきましょう、

生涯学習を進めていきましょうということで活動しています。ブロックとし

て取り組んでいこうということ、滝川地区が中心となって滝川ウォークをし

たり、昨年度は京ヶ島地区が中心になってお囃子とか、あるいは大塚製薬が

あるのでそういったものも視察をしながら回るということをやりました。生

涯学習推進員さんたちが頑張っているので、公民館として支援がどの程度で

きているのかということを、改めて見直してみましょうということです。公

民館がそこにしっかり連携していこうということ、これまで生涯学習推進員

さんたちの活動にはどういったものがあったのかということを改めて調べ

てみましょうということに、取り組んでいます。 



12 

    第７ブロックは群馬地域で、地域の伝統文化、あるいは歴史が町誌に少しだ

け書かれてあるだけで、なかなかそれを読む方もいないし、読んでも分かり

にくい。それをなんとか地域の歴史、風習までも含めて掘り起こして伝えて

いく方法はないのだろうかということで、手作り紙芝居を考えました。手作

り紙芝居を作るのも、公民館を利用している水彩画教室のサークルの方たち

に絵を描いてもらうとか、文章を起こすのが得意な人にその歴史に残ってい

る言葉をもう少しふくらませて、物語にしてもらおうといったことで紙芝居

を作って、読み聞かせをしているサークルの方に読んでもらい、保育園ある

いは小学校で活用していこうということで始まりました。群馬地域のそれぞ

れの公民館で色々な講座開いて人を集めて行ったり、そういったサークルと

交流したり、小学校と連携したり、それぞれの公民館でやり方は工夫しなが

らですが手作り紙芝居といった手段を活用して地域の文化、風習、伝統を残

していこうという取組を始めているということです。 

    今年度のブロック別課題研修も同じようなやり方でやっていて、テーマにつ

いては、昨年度のものをさらに深める、あるいは実践する、というようなこ

ともありますし、ブロックによっては少しテーマを変えてやっていこうとい

うことで、始まりかけたところです。以上になります。 

会長 ：ご苦労さまでした。これはとてもいい成果がまとまっていますので、こうい

うことを見直しながら議論していただけたらと思います。今３時を回ったと

ころで今日は３時半までですので、全員が一人一言というのは難しいと思い

ますので、新しく委員になられた方で、今日初めて会って１時間半くらい一

緒に過ごしてみて、どんな思いか感想をいただく形で今日は閉めていきたい

と思います。青年会議所選出委員さんから。 

青年会議所選出委員 ：私は公民館に携わってきたことが今までなかった。私たちの

世代、今３２歳ですが、私の世代の人間が公民館へ行くことはあまりなかっ

た。どういったことをやられてるとか、こういった報告の資料を出していた

だいてすごく勉強になったなと思うのと、せっかくいいことをされて人を集

めようとされていることがわかったので、どういった形で我々世代が公民館

を活用できるのか、利用させてもらえるのか、このことを考えていかなけれ

ばいけないと、私自身の意識も変わったのでそういった意識をもとに、子育

て世代に伝えていきたいなと思いました。またここで色々勉強させていただ

いて、できるだけ公民館というのをうまく活用できるような提案ができるよ

うに頑張っていきたいと改めて思いました。 

学識経験者(Ａ) ：公民館は高崎でもすごく活発で面白いお話を聞かせていただきま

した。最初は緊張して来たのですが、今も緊張していますが、中身の面白い

勉強をしてしっかりついていかないといけないなということが分かりまし

た。ただちょっと小学校と学童と公民館と繋がりがないことはないのでしょ

うが、こんなにすごいことをやっている割に存在が遠くなっていることがも

ったいないとすごく実感しました。連携ということもたくさんお話されてい
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たので、そこがなかなか簡単にはいかないから言っているのだと思いました。

色々勉強させていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

会長 ：そのとおりですね。連携連携と言わざるを得ないのは、連携できていないか

らで、改めて話を聞くと頑張っているよねと思うけれども、日常的に伝わっ

ていなかったり、日常的にコミュニケーションが取れていないのはなぜなの

かということを、みんなで考えていきましょう。 

家庭教育選出委員(Ｂ) ：今日お話を伺って、私は高崎に対して外様なんですね。住

んでるところは埼玉で、生まれたのは岩手県で、全く外様なんですけれども、

高崎の元気のよさが公民館活動のこういうものがあってなのかなという印

象を受けました。それぞれの地域で広がりがどのくらいかわからないのです

が、それぞれの人が活動しているということが高崎市全体の元気に繋がって

いるのではないかということを少し感じました。もう一点なんですが、私は

調理のことで公民館を利用させていただいて料理教室をやったことがある

のですが、狭くて汚くてということがありました。それから材料をその日に

入れるのに苦労したことがあります。ですからその辺のところをやっぱりも

のを作りながら研究できるのはすごく、しかも食べることはすごく自然な感

じで研究できるいい機会だと思うので、いつでも調理できるような、安全に

調理できるようなところをそろえてほしいなというのが１つ、ただそれを管

理するのも維持するのも非常に大変だということは重々承知しているので

が、そういうところが整備されるといいかなと思いました。また勉強させて

ください。 

会長 ：狭くて汚くて物がなくて食材が届かない。前回もそういう指摘がありまして、

素直に書かせていただきました。それは強く言ってください、これからも。

そうできない場合には、例えば授業の負担がなければ公民館の事業を先生の

大学で開く可能性はないだろうか、ということも逆にお考えいただけたらと

思います。連携と言うのは何かをやろうというときに自分の方に十分物がな

い。でもやらなければならないのなら、やりたいから、あるものを使わせて

いただくという、相互利用だと思いますので、逆にお願いをいたします。 

吉井地区選出委員 ：今ある施設を上手に、横の連携をして活動しているということ

がたくさんあるのだなということを思って、それがとてもいいことなんだな

と感じました。ないかなないかなと言ってないでどうやったら利用すること

ができるのか、どうやったらみんなが集まってつどえるのかということを地

域の中で見つめ直していくことがすごく大切なのかなと皆さんのお話を聞

いていて思いました。 

公募委員(Ａ) ：私は公民館に３年間かかわってきました。地域性かも知れませんが、

西公民館はおじいさんおばあさんの利用が多くて、小学生の利用者がすごく

少ない。小学生がいないのか、クラブに入ったりしているので小学生は時間

がないのかなとも思ったりしました。もうちょっと小学生や学生さんが使っ

てもいいのではないかなと思ったりしていました。公民館を利用するにあた
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っては営利目的ではダメだということなので、先生がじきじきに貸してくだ

さいといって借りにくるのではなくて、サークルをしたいという責任者が、

先生は私たちが選びますので会場を貸してくださいという風な借り方でな

ければならないと思っていました。ですので私もそういう風に対応してきま

した。 

会長 ：どういう風に利用するか、利用のルールとか公民館の正確なあり方について

皆さんと色々議論をして、公民館というのは集って学んでというのが基本な

んですね。自分たちの地域のこととか、自分たちの社会の中でこういうこと

について悩んだり困っている。それを解決するための集まりをしよう、集ま

って楽しく学びながらそれを解決していくことを見つけましょうというこ

とですから、サークルで借りに来るとかグループで借りに来るのが一般論。

あるいは公民館側がこういうことを地域の皆さんに考えてもらわなければ

いけない、一緒に皆さん考えましょうという、例えば防災マップ作りをやり

ましょうかとか、地域の見守りをどうしたらいいですかとか、というのは公

民館側が事業としてやっていく。事業を組んだ後、参加された方が継続して

自分たちで勉強会をするということはありますけれど、自分の教室を開きた

いとか、それをふやしたいというのは一般的にはあまり公民館の形としては

ありえません。小学生がなぜ集まらないのかというのは色々な複雑な理由が

あると思います。それを話し合って、小学生がこの地域で暮らすためにこの

公民館が必要な施設なんだという風になっていけばいいなと思いますが、そ

のためにはどういう形があるかというのは、それこそ子ども活動デー以来み

んなが悩んでいることです。 

連絡協議会長 ：そういう子ども活動デーをやっても子どもが集まらないという中で、

長期休みを利用しようということで、夏休み冬休み春休みに映画会をやった

り料理教室をやったり少年科学教室をやったりと集中してやる。そうなると

子どもが集まるんですよ。意外と親子参加を取り入れながらやっていると。

土曜はできるだけ外しちゃっているのですよ。長期休みを利用して子ども向

けの事業を集中的に岩鼻ではやっています。 

会長 ：そういう事例を各館から出していただきながら、こういう形だったら子ども

にとっての居場所になりますね、学習の場になりますねというのが公民館と

しての役割だと思います。どんどん気づいたことがあったら相談するために

出してください。 

公募委員(Ｂ) ：自分もずっと教育現場にいましたが、子どもたちは忙しいですよね。

本当に土日は親御さんも熱心に、校庭はいつもスポーツ少年団、体育館もス

ポーツ少年団。そちらは熱心に参加されるのですが、地域のそういう活動に

というとどうなのかなと思いました。お話を聞いていて、中学生と高校生を

講師にするというのは、すごくいいアイデアだなと思ったのと、学校の中で

は、地域のお年寄りに来ていただいて昔の遊びを教えていただいたり、繭玉

作りを教えていただいたりとか、低学年の子どもたちはおじいちゃんおばあ
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ちゃんと仲良くなって、おじいちゃんおばあちゃんも喜んでいただいてとい

う交流ができるのですけれども、おじいちゃんおばあちゃんがたくさん参加

してそこに子どもたちも一緒になにかというのが、ほかでも機会があったら

いいなと、案外子どもたちは色々な人たちに触れる機会がなくなっている気

がして、だからコミュニケーション能力もないし、視野が広がっていかない

なって思います。お家に帰ると家の中だけ家族だけで、おじいちゃんおばあ

ちゃんがいる家庭もたくさんありますけど、そうじゃない子どもたちはおじ

いちゃんおばあちゃんと接触することに対してすごく喜んだりするので、そ

ういう機会があったら素晴らしいと思いました。 

箕郷地区選出委員 ：この審議会はただ参加するのではなくて参画しないといけない

のかなと、そんな感じがしました。箕郷地域には、全部で４１の行政区がご

ざいます。主な活動というのが集会場活動が中心なんですね。そうすると箕

郷公民館は昭和４０年代にできた公民館なんです。中央公民館の話もありま

したが、公民館としての機能がどうなっているのかなと、おそらく公民館と

なるとこういうものがないとならないという設置基準があると思うのです

ね。そういう点はどうなのかなということと、箕郷は先ほど吉井の話もあり

ましたが、防衛予算をもらって自分の地区の集会場をきれいにしようという

ことで今やっているところなんですね。そうしたときにそれぞれの機能が公

民館と箕郷みたいに集会場を中心に、いわゆる区長が管理運営しているので

すけれど、そういうものとどういう風に違うのかなと、そこら辺の違いをこ

の会で勉強していきたいなと思っています。 

会長 ：公民館は集って学ぶ場所ですから。 

区長会選出委員 ：私ども旧榛名地区も６４行政区があります。私は下室田ですが、

１３区ありまして、公民館を１１館、区ごとに持っています。１１の公民館

の上に大字会館という会館があります。主体は各区長が各公民館の館長にな

っています。区民が相談する窓口になっています。何かやろうと思うとお金

が掛かってきます。最近公民館の補助金がどんどんカットされて、今年度も

５千円カット、そうすると区費の中から色々な行事、それからそういった事

業をまかなっていくということになると、辛いものがありますね。それで事

業そのものは私どものところでは、伝統文化事業、山車を持ってますのでそ

れのお囃子の練習、８月からですね９月いっぱいくらいまで。その後は子ど

もたちが上毛カルタをやってというようなことをやっています。後は育成会、

生涯学習推進員さん、ＰＴＡ等がそれぞれ独自に色々なものを計画してやっ

ているのですが、連携がないために参加者が偏ってしまう。育成会がやると

子どもたち、ＰＴＡがやると子どもと大人という形ですね。区がやるとどう

なるか、区がやるとお年寄りとなってしまいます。なかなか全体をまとめ切

れないというのが、実状としてはあります。いただいた冊子の中に参考にな

るようなものがたくさんありましたが、そういった様々な団体が連携してな

にかできないだろうかということがあります。今年の夏に下室田全体、１３
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区長が集まって子どもたち、高校生を含めましてキャンプをやろうじゃない

かと。たまたま下室田地区にキャンプ場を持っていまして、何年も使ってい

ないキャンプ場があるのですが、そこへ子どもたちを集めてやるというのが

持ち上がっていまして、実施したいと思っています。連携という面からいう

とその辺から、子どもたちに楽しいんだという意識付けをすると親御さんも

一緒についてくるのではないかと。というようなことがありますので、その

辺で動機付けをやりたいなと思っています。どうなるかわかりませんが、２

年間色々な形で勉強させていただいて、地域貢献したいと思っています。よ

ろしくお願いいたします。 

市議会選出委員 ：先ほど伊藤さんが言われた、これだけいいことをしているのに、

それが行き渡っていないという、広報活動がすごく難しいと思うのですね。

１つ提案ですけが、インターネットで若いお父さんお母さんは結構検索する

んです。ここを検索すればというものをもっと広報活動、回覧板では来るの

ですけど、それは４枚５枚６枚目にあるので、公民館活動にそこまで目を通

してないというのが。うちの地域はこれを検索すれば今何をやっているかっ

ていうのがわかるように、取り入れてですね、インターネットで発信できる

ような方法を取り入れていただければ。こういう事業をやっているだろう、

私たちは参加しましたよというのが、結構出てくると思う。いや、こんなこ

とをしてるなんて知らなかったよって方が多くいるかと思うのですよね。ぜ

ひそれを、色々制限があるかと思うのですが、せめてここを検索すればうち

の地域が出てくるのだということを。私は吉井ですけど、吉井はたった一館

しか公民館がないんですね。館長が市の職員ですよね、まだ。早く他の地域

のように一般というかやる気のある館長に。市の職員がまだ館長をされてい

るということは。外部から来た住み慣れてない吉井のことなどなにもわから

ないような人が館長になると、これはやっぱりわかるまでに時間が掛かりま

すので、ぜひ検討を。 

会長 ：箕郷ではそういう形で中規模館だったのですが、地域の方から選ばれること

になりました。箕郷は地域の方がそうなさいました。吉井もぜひお話をして

いただいてください。 

館長 ：先ほど市議会委員さんからインターネットで検索というお話がありました。

以前から市議会委員さんには指摘を受けていたのですが、「まなびネットた

かさき」というウエブページで公民館だよりの掲載を４月からさせていただ

きまして、高崎市の公民館で募集している講座を公民館だよりの形で見てい

ただくことができるようになりました。なかなか周知ができないで申し訳ご

ざいません。また、会長から公民館だよりの工夫をしているというお話があ

りました。公民館だよりも全国表彰を受けた金古公民館、そこから各公民館

の職員が工夫をしだしたなと思っています。面白くなり始めてきました。そ

れについても「まなびネットたかさき」で見ていただけますので、これから

皆さん活動していただく中でご参考にしていただけたらなと思います。よろ



17 

しくお願いいたします。 

会長 ：いつもはもう少し丁寧にできるのですが、今日は資料があまりにも膨大だっ

たのでちょっとはしょりましたので、お許しください。本来ですと、全員か

ら一言ずつご意見をいただいているのですが、今日はそれこそ膨大な資料と

委嘱式もありましたので、その辺はお許しをいただいて、今後の日程や事業

について事務局からお願いします。 

５ その他 

事務局 ：平２５年度の審議会日程について説明(次第３ページ参照)

    ：委員に関わる公民館行事について説明(次第３ページ参照) 

会長 ：９月２０日が２回目の委員会になりますが、館長会から数名の役員さんに来

ていただいて、公民館側でどんな問題が起こっているのかについて、情報交

換をしましょうというものです。ざっくばらんにお話をいただけると思って

おります。それを受けて１月の新年会でまた皆さんと、任意参加になります

が、情報交換の場を作っていきたいと思います。 

副会長 ：副会長に任命されました荻原です。何かと皆さんにご迷惑をかけると思い

ます。会長さんの手助けができるように頑張りたいと思いますので、どうぞ

よろしくお願いいたします。また、本日は新任の委員さんを含めた新しい委

員さんと顔あわせができました。これから２年間皆さんにいろいろお世話に

なりますが、よろしくお願いいたします。本日はどうもありがとうございま

した。 


