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平成 25・26 年度 第 2回公民館運営審議会 会議録 

開催日時  平成 25 年 9 月 20 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 平成 25・26 年度諮問にむけて、館長役員会と情報交換 

     ２ その他 

    ・前回審議会の議事録について(報告) 

       ・次回会議 高崎市公民館研究集会について 

       ・第 31 回群馬県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 (１８人） 

白石正子委員 ・竹内歳雄委員 ・小此木正信委員・樋口克己委員  

小屋美香委員 ・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 

坂井義枝委員 ・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）   

荻原馨委員・綾部園子委員 

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  

新井博岩鼻公民館長・土屋充代中居公民館長・岡田文夫鼻高公民館長 

高山泰一南八幡公民館長・福田登金古南足門公民館長・梅山龍男六郷公民館長 

高野進一城東公民館長・善如寺大五郎長野公民館長・高橋孝一豊岡公民館長 

柴田彰中央公民館長・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  無 

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

１ 平成 25・26 年度諮問にむけて、館長会役員と情報交換 

会長： 今日は館長会の皆様方をお招きして、運営審議会で考えてきたことが実際そ

れぞれの館で、また館長会でどうに受け止められ、考えているのか、また悩

んでいるのか率直にお聞かせいただいて、今年度、来年度の諮問を受けるわ

けですけれども、答申に生かしたいと思います。ざっくばらんな意見交換を

進めたいと思います。館長会の方も、運営審議会の方もまだそれぞれの組織

として定まったという意見をもっているわけではありませんから、今日の場

合はあくまでもお一人おひとりがご自分の立場から率直にお話していただい

てそれを徐々に形にしていきたいと思います。 

会長： では早速岩鼻公民館長から、答申を受けての問題提議等お願いします。 

岩鼻公民館長： 私ども公民館長会では、この答申を受けて、これらがどう生かされ

ているか、テーマにわけながら話し合いをさせていただいております。子ど

もたちを対象にした事業では、子どもたちが集まらない実態があります。子

ども活動デーが十数年前に始まりましたが、だんだんしぼんできている。土

曜日を活用した子ども活動デーの総括の方法を社会教育課で提案したらどう

か。また、施設をどう利用するか。施設だけを利用する連携なのか、施設も

人材も利用する連携なのか。例えば、長期の休みを利用して、学校の音楽室

を借りて歌の指導をしてもらうとか、地区公民館の調理室が狭いので、学校

の家庭科室を借りて、親子参加での料理教室ができるとか、また、栄養士さ

んを活用しての連携事業ができるとか、連携事業を精査して行ったらいいの

ではないのか。また、公的施設との連携、例えば美術館、博物館などとの連

携はどうしていくのか。某中学の教頭先生は、ハ虫類などの小動物を飼って

いる。子どもたちはそういうものには興味を持つ。施設と一緒に人材をどう

活用していくのか、どうすればうまくいくのか。学校の先生との連携なども

どういうふうに実践しているのか。各地区館の実態を細かく調べてほしい。 

中居公民館長： 今回答申を読ませていただき、色々見直しをするのにとてもよいき

っかけになりました。私は、昭和 61 年から公民館に図書ボランティアとして

入らせていただき、平成 2年から臨時職員として関わらせていただきました。

そのうちに公民館の図書ボランティアの代表になり、公民館の運営推進委員

にならせていただき、それから、主任児童委員という民生児童委員の中の子

ども専任の委員になり、そして、生涯学習推進員もやらせていただいており

ます。そんなことで地域との繋がりができているということで、若輩ですが
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館長の役のお話があったのだと思っております。自分は公民館に育てていた

だいたのだと気がつき、恩返しのつもりでやらせていただいております。こ

の答申を熟読して、感じたこと、先ほど忌憚のない意見をと言われましたの

で、現状とかみあっていない所についても申し上げます。学校との連携とい

うのは、共催という意味ではなくて、たとえば、公民館が主催したものに児

童が参加していただくのも連携と捉えてよろしいのでしょうか。そうだとす

れば、中居は大変うまくいっておりまして、学童クラブが図書の貸し出しに

も、読み聞かせにも来てくれます。これは日常のことです。夏休みには今年

は，子ども映画会と子ども手芸教室と、親子マジック教室をやらせていただ

きました。毎年夏休みにはこんなことをやって協力をしてもらっております。

子どもコーラスというのを学童を対象に、子ども活動デーの時に２時間をか

けてやっておりましたが、ちょっと規模を縮小して、平日の放課後にやって

おります。それにも学童の方に参加していただいております。また、私が、

主任児童委員として、学校に出入りしているので、校長先生と教頭先生とは

よく色々な話が忌憚なくできます。逆に学校側からお願いされることもあり

ますし、大変協力関係はうまくいっております。 

    また、こちらから朝読書にも参加させていただいております。そのきっかけ

は、池田小事件です。実は学校との連携がうまくいかなくなったのは、学校

が「寄り道禁止令」を出したので、子どもたちは、親が先生から許可を得な

いと放課後寄れなくなったのが理由です。公民館の平日利用が少なくなった

理由の一つだとも思います。それで、当時の校長先生にお話ししましたら、

それではそちらが来てくださいと言われ、朝の読書時間に伺うようになりま

した。そして、地域の方の力も必要なので、保護者の方たち、現役のお母様

たちに声をかけてお話の会に入っていただき 7年目なりました。毎年 4月に

新一年生が入ると学校で募集をかけていただき、こちらでミニ講座を開きお

母様方にお話の会に入っていただき一緒に活動をしています。もう一つ図書

のことに関してですと、9ページの所に、「中央図書館をはじめとする市立図

書館との連携、さらには国立国会図書館を通した国内全図書館との連携を具

現化できる」とありますが、中央図書館をはじめとする市立図書館との連携

は、倉賀野の分館以外でも、パソコンで二三連動して、現状できているので

すが、後半の国会図書館に関しては、現状の公民館の蔵書構築がそこまでの

ものではない。見ていただければわかると思いますが、お年寄りや子どもた

ち、地域の皆さんが、足を運べる図書館、車の運転ができない人でも、自分

が行きたければ歩いて行ける図書館、そんなスタンスで、家庭文庫の大型の

ようなものなので、国会図書館との連携を図るというところまではできない

と思います。近隣の図書館での相互貸借は活発になされてしかるべきだと思

います。 

    地域づくり活動協議会と公民館の関係ですが、芸能祭を控えておりますので、

午前中地域づくり活動協議会の皆さんとの準備会をもってまいりました。 
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    主事も積極的に援助ということですが、確か平成 22 年度にガイドラインが出

ていて、あまり主事さんが地域づくり活動協議会の活動に関与できないよう

になっています。今日の会議も、主事さんは入っていません。私は館長とい

う立場でなくて、地域住民としてご協力しますと申し上げてきました。その

辺が現状とちょっと違うかなと思いました。 

会長： 国会図書館との連携の件と、地域づくり活動協議会と公民館の関係について

は、説明不足の所があったかと思いますので、あとで補足をいたします。 

鼻高公民館長： 鼻高について説明いたします。観音山丘陵の一番西にあたります。 

    そこには、小林山のだるま寺があります。その上では展望花の丘があり、春

は菜の花祭り、秋はコスモス祭りで新聞や広報でお目にされていると思いま

す。6平方キロメートルの所に、およそ 2,500 人弱の過疎に近いような地域

でございます。7割くらいが山で、つい最近では、昭和 56 年に水害で 30 世

帯くらい冠水するというような丘陵地帯と碓井川に挟まれた場所でございま

す。この諮問の中で、第 1点は生涯学習についてですが、生涯学習の方と公

民館は車の両輪のように一体になってやっております。また小さい地域なの

で、3町内で区長さんが 3人と公民館長を合わせた 4人で下話をして、ＰＴ

Ａを巻き込んでやらざるをえない環境です。2008 年に全国都市緑化フェア緑

の祭典があり、全国から大勢の人が見えるので、どういうもてなしができる

のか色々考えました。風光明媚な山の景観と、10 年以上菜の花祭りをやって

いましたが、祭典の時期が菜の花が終わった後の 5月～7月なので、何を植

えるか試行錯誤して、ポピーとラベンダーを大々的に植えてもてなそうとい

うことになりました。今まで植えてなかったものを植えるということで、災

い転じて福となる結果になりまた。また地域、学校との連携ということで、

数年前から鼻高小学校とみやま養護学校と連携して文化祭をやっています。 

南八幡公民館長： 館長になって 2年目でまだ日が浅いのですが、公民館の運営につ

いては、区長会、長寿会、審議会の役員さんたちが中心になってやっており

ます。だいたい一年間の行事にそってやっております。公民館利用について

は、従来の方たちの参加が主です。新しい方は、あまりいません。いままで

のものと新しいものをどういうふうに繋げていくのかが課題です。 

金古南足門公民館長： 全体的に高崎は 1小学校区 1公民館ということですが、それ

は高崎市内は密集地だから可能だと思うのです。私の所は旧群馬町です。私

の今いる公民館は、以前北部コミュ二ティーと言って、四つの町内会が主に

使用していました。私がいる王塚町内会は、一世帯 3万円出して、自分たち

でコミュ二ティセンターを作って、一周 100ｍのグラウンドも当時の群馬町

に確保していただき、自分たちでできることをやっきました。あえて 1校区
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1 公民館でなくても、我々としたら自由に自分達で建てたコミュ二ティセン

ターを使っています。今の公民館をどういう人たちが使うのかと言ったら、

公民館の主催事業の時です。現状として昔ながら利用していた人たちがひっ

きりなしに出入りしていますので、公民館の稼働率は高いです。また、今の

公民館の「金古南足門公民館」は非常に長い名前です。金古南小学校区の公

民館で、当時の役所では金古南公民館にしたかった。私もその当時区長をや

っていたのですが、地元の人は足門公民館という名前にこだわった。という

のは足門という地域に地域の皆さんがご苦労されて作ったので足門公民館に

したかったが、高崎市は小学校の名前を使うのが一般的と言われた。そして

町当局と区長会の会議で議論をした末お互いに歩み寄って「金古南足門公民

館」となったわけです。答申を読ませてもらい、先ほどの中居館長の意見と

重複しますが、公民館の図書についてですが、群馬図書館に本を借りに行っ

たところなくて、金古南足門公民館に行けばあるかもしれないと確認したら、

たまたまあったということです。インターネットで高崎館内の 43 の公民館と

群馬公民館を繋いでもらえば、本の検索が楽になり、貸し出しに便利だと思

います。しかし経費がかかるので難しいと思いますが。13 ページに「日常的

な防災・防犯活動の場としての公民館」を見てちょっとそぐわない感じを受

けました。それは、中ほどに「残念ながら公民館が直接関わっての取組はま

だ少ないと言わざるをえません。」とありますが私は基本的には防災・防犯は

区長さんの仕事だと思います。私が区長の時、今から 4年前に防災組織を作

りました。そして、2年に 1回防災訓練をやっています。区長さんが防災計

画を立てた中で、公民館は間接的に関わるならわかるのですが、直接公民館

がかかわるのは、ちょっと無理があるのかなと思います。7ページに書かれ

てありますが、高崎市と合併して 5年たって行政の指導で地域づくり活動協

議会を作りました。その時に地域づくり活動協議会の委員というのは、どう

いう人を選ぶのかと役場に聞いたら、組織はあまり大きくするとまとまりま

せんよと言われたので、区長と副区長とで組織を作ろうということになりま

したが、物を買った時に倉庫を建てる広い所が必要だから、では公民館長を

入れようということで公民館長も理事で入っていただくことにしました。事

業につては、お年寄りから子どもまで、色々な趣味の人が楽しめるようにと、

6月には、グランドゴルフ大会、9月には、ふれあいハイキング、これは非常

に人気があり、この間も長野県の霧が峰に観光バス 3台で行ってきました。

秋には、ふれ合い芸能大会を、群馬温泉やすらぎの湯でやっています。毎年

この 3つの事業をやっていて、細かい内容については、その都度何をやろう

かと決めてずっとやってきています。ここに書かれているのとは、ちょっと

ニュアンスが違うような感じがします。 区長さんは、基本的に一年で変わ

ってしまいます。私のいる王塚だけは 2年で交代ですが継続する方もいて、

そういう意味では、金古南小地区については、区長、副区長で動いています

し、交流も計れているので、現状のままで良いと思います。 
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六郷公民館長： 忌憚のない意見をということですが、基本的なことをお願いしたい

と思います。今まで1校区1公民館を建設するということで動いていますが、

まだ 15 地区残っているということは、これから仮に 1年に 1館建設したとし

ても 15 年かかるということです。それで待てるのかということです。1館作

る代わりに何ができるのかを考えるべきではないか。例えばそこに主事を 2

人配置するとか。また、我々は地区公民館長ですが、自分の館を守らなけれ

ばならない。今の館の耐震はどうなのか？どんどん痛んでくる中で補修をど

うするか。これからは防災、天災を気をつけて、広域で対処していかなけれ

ばならない。そういう中で、来年は小学校区で，防災訓練をやろうと考えて

いますが、それをどこがやるかというと公民館しかないと思います。 

    9 月号の月間公民館を見ると、「公民館は生涯学習の提供だけではなくて、積

極的に地域の安全、安心のための関わり合いを持ちなさい。他の施設と徹底

的に異なる所は、地域住民に対して日常の防災意識を高めるための防災学習

が普段から実施できるのが公民館です。」とあります。１小学校区１公民館も

ありますが、今ある公民館に力を入れていただいていいのではないのか。 

城東公民館長： 子どもが使う機会が非常に少ない。ということですが、今年週 1回

上毛カルタの練習に貸してほしいと来たので、和室を提供しました。畳の部

屋は一つしかなくて、沢山の子どもがあふれていました。ホールにござを敷

いて滑らないように使ってくださいと貸し出しました。高校生が百人一首の

練習に使いたいと、だんだん年配者だけでなくて、若い世代も使用してきて

いるのかなと思います。夏休みには、子ども中心にポスター研修をやりまし

た。これが盛況でした。何が盛況だとうと、学校の宿題を持ってきてやるわ

けです。また、親子のスイーツ作りが非常に人気でした。募集人員を超え 2

回やりましたが、講師が面白い方で、親子で調理室に入れないくらい非常に

人気でした。子どもや若い人は、食べ物がいいのかなとそんな気がしました。

特にお菓子作りとなると子どもは好きで、大変よかったのかと思います。学

童は、夏休みの映画会の子どもが沢山いますので、選定をお願いしています。

問題は会場がエアコンがきかない。毎回修理はしていますが、買ってもらっ

たほうが早いのかと思っています。地域の人材を生かすことでは、しめ縄づ

くりをやっています。城東校区は、田んぼがなくなってきていて、また、指

導者が高齢になり今年は行けないといわれました。防災ですが、防災訓練を

26 日にやりますが、今年は校区の防災マップに消火器がどこに配置されてい

るのか、地図におとしてもらっています。これはボランティア団体と、婦人

防火団体が中心になってやってくれています。総合訓練では、利用団体全体

に呼びかけて、公民館が事務局になって、うまくできているのかなと思って

います。 
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長野公民館長： 施設の面では、見直しをしてほしい箇所は沢山あります。というの

は、私どもの方では、畳の部屋はいらない。フローリングにしてほしいとい

う意見もあります。また、階段があるので、高齢者の方々が階段の上がり下

りが大変だ。転倒したらどうするのかという声も聞かれます。難しいことだ

とは思いますが、検討をしていただきたいと思います。また、色々な事業を

やりますが、駐車場が狭い。高齢者なので運転がうまくない。もうすこし何

とかならないかと思っています。地域の方々も田んぼが空いているから使っ

ていいよ。と言ってくれていますが、いろんな問題がありそうするわけには

いかない。これも検討願えればと思っています。環境のよい所で、長野地区

の米作り、これは以前に表彰を受けましたが、地域の人たちに協力していた

だきやっております。そのほか色々な行事が、例えば古墳めぐりにしても、

共催にしたらよいのではないのかとの意見もあります。そして、7ページに

ありますが、「地域づくりの活動協議会にも主事は積極的に関与し、地域の人

たちとの繋がりを深めていくことが大切」とあり、全くそのとおりです。公

民館長になり、地域の人たちの繋がりが非常に大切だとつくづく感じており、

これこそ公民館の役割だと思っております。 

豊岡公民館長： 公民館長を引き受けました時に、地域の中で私としてやれること、

色々見させていただいた時に皆さんが思い浮かべるイメージとして、だるま

の里だと思います。もう一つ公民館としてやれるイメージはなにかを考えま

した時に、子育てしやすい街を考え、この公民館にいる間は、これを目標に

していきたいと考えました。公民館長になってすぐに、地域の区長会、公民

館、児童館、育成会、社会福祉協議会、母子推進委員、図書ボランティア、

七つの団体から、2人ずつ委員を出してもらい、「子育てしやすいまち豊岡の

会」を作りました。子育て支援事業として、子育てにかかわるパンフレット、

マップを 11 月頃には子どもたちに配布、またこれらの団体が活動しやすいマ

ップをと思っています。公民館として、地域に役立てること、お年寄りに関

わることは、かなりの団体がやっているので、公民館としてやれるイメージ

作りということで考えました。2年目の目標を主事さんと話し合って、年間

利用者数を増やすということにいたしました。サークルを 1サークル増やす

と、だいたい 12 人～13 人のサークルで考えて、月に 3回 延べ 45 人位、そ

うすると年間約 500 人の利用者が増えるという計算ができます。今年度の目

標としました。もちろん日常の館主催の事業の充実等色々ありますが、こん

なことを目標にして仕事にあたっていきたいと思っています。 

会長： ありがとうございました。 

それでは、整理をしていきたいと思います。ひとつは、それぞれの地域で、

地域の課題を見据えながら、地域の特質を生かして、地域の力を組織化して

事業をされている。これは、審議会のスタンスと、館長さん側のスタンスが
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全く一致している。それだけにもうちょっとよくお互いが見合って、参照に

なるような事例をお渡しできるようにしてほしい。子どもや学校との連携の

あり方、連携協力の方策、方法ですね。施設だけでなくて、人材の問題も含

めてどうしているのか。一方、事業がしっかり固まっていると、新規事業、

新規参入者はなかなか難しい。どこの館でも同じ課題をお持ちだと思います。

中央館でも全く同じ状況だと思いますが、それを無理なくどうやって広げて

いくのか。それによってより強くしていって、入館者数を増やしていくとい

う目標ができるかどうかということが共通課題になると思います。 

施設の改修問題ですが、１校区１公民館を作り上げる。でもその間待てない

間はどうするのか？この対策と、新しい施設として、すでにある物を地区の

公民館として位置づけ直していくという、知恵も必要なのだと思います。実

際金古南足門公民館もそうですが、群馬町は合併の時に、きわめて見事な戦

略を展開しました。今まで全て児童館であったものを、公民館というふうに

位置づけ直してほしい。それによって高崎市でいう 1校区１公民館を実現す

る。実際には、その下で各町内会の公民館がもつと活動できるように位置づ

けてくれた。見事な合併戦略だったと思います。町内会も自発的に皆さん活

動し、その上に市が責任をもって予算と人員配置をして、地区公民館を設置

していく。新しいものにこだわることなく整備していく。それが無理の場合

にはここ数年で、現実的な戦略を考えなければならない。防災、子育て、介

護等々ですね。地域づくり協議会のことで、色々議論されていますが、これ

から我々もきちんと考えていかなければならない。色々地域の事情もあって、

また高崎市側の説明の不手際も随分あります。最初の説明と現在の説明が大

分違ってきていますので、市民の皆さまの頭を混乱させてご迷惑をかけてい

ると思います。反省しながら、これからしっかり考えていかなければならな

いと思っています。図書館については、私の説明がまずかったと思っていま

す。国立国会図書館には、全ての図書館がつながっています。必要な物があ

ったら国立国会図書館まで、全てネットワークで繋がるのです。場合によっ

ては、地区館で必要なことがありましたら、コピーをして市民の皆さまにお

返ししてあげられることを知っておいてくださいということをお話いたしま

した。かえって混乱させてしまいました。地区館に資料があって群馬図書館

にないという話をされていましたが、郷土資料の宝庫としての地区公民館を

改めて見直し、そこの蔵書目録等を共有できるような、難しいシステムでな

くても、みんな１枚紙を持っていればいいので、中央公民館の教育担当の方

で調整していただき共有できるようにしていきましょう。 

箕郷地区選出委員： 初めて委員になりました。高崎市で進めている１小学校区１公

民館についての理念・目的を教えください。また答申の中で、諮問する側も、

答申する側も、地域力について述べています。ここで言っている高崎市の地

域力についてお聞かせください。 
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会長： 公民館に長く関わってきていますので、私の方から説明をさせていただきま

す。１校区１公民館というのは、前の前の市長さん、沼賀市長さんが高齢に

なっても勉強したり、地域のことを寄りあって、みんなが相談できると考え

ると、おらが小学校が一番集まりやすい場所だよね。だから小学校に対応し

てひとつ公民館を持ち続けるようにしようね。ということです。もともと 1949

年社会教育法が施行されて公民館をつくった時には、だいたい小学校区に公

民館が始まりました。だんだん市が大きくなった場合には、中学校区にひと

つ位でいいという通達がでたと思います。その時に沼賀市長さんは、そうで

はないだろう。これから高齢化になり中学校区では通えないだろう。小学校

区単位なら通えるだろうということで、高崎市はこれを維持していく。そし

て足りない分をつくっていくということが大きな柱です。 

    地域力というのは、生涯学習推進計画を改めました時に、20 世紀までは、個々

のキャリアップとかそれぞれのために生涯学習がある。21 世紀に入って我が

国がかなり成熟した社会の中で、皆さんが学んだことを地域に還元していか

ないと中々地域で暮らしあっていくのは大変になっていくだろう。そういう

力を育んでいくことが生涯学習の場では必要で、キャリアアップしたものを

返していく。返していくことによって、何かあった時にその地域で活用でき

る潜在力を磨きましょう。というのを高崎市の場合には基本にしています。

今日役員の館長さん方皆さまは、まさにしっかり地域力を組みたてていると

いうことでお話があったと思います。 

区長会選出委員： 先般長野にあります総務省の少年院に視察に参りました。ピーク

で 40 人位、犯罪の軽い子どもたちが集められています。塀がなければ自由に

出入りできます。そこの院長さんが、吉岡にある少女の施設の厚生員をされ

ていて、大変に熱心に色々なことを教えていただきました。その中で、中学

生、高校生が置き去りになっている印象を持ちました。今はひとり親が大変

多くなっている。施設の中でひとり親が 6～7割、二人親揃っていてここに入

ってくる子どもたちは 3割程度、その子たちは家庭に居場所がない。特に中

学生たちは、クラブ活動に参加している子どもたちはいいが、入っていない

生徒は色々な活動のなかで置いていかれている感じがする。家庭でも親も帰

りが遅い。先般高崎警察署長の講話を受けたのですが、榛名中学の生徒は悪

いとお叱りを受けました。もう少し地域でしっかり見なさいよといわれまし

た。地域で、その子どもたちを救い上げていくことを課せられていると感じ

ました。公民館の活動での取組で参考になることがありましたらお聞かせく

ださい。 

岩鼻公民館長： 私は教員上がりなので、中学校生徒のこと考えて、色々事業を展開

してもなかなか来ないだろうなと思い、公民館として何ができるかと考えた
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時に、中学校の校長先生と相談をしました。部活の関係で、美術部の生徒が

ボランティアで病院の壁画を書いている。そういうことができるなら、公民

館で夏休みに 3日間絵画教室をやりますが、その時に、講師の先生のお手伝

いができるのではないかとお願いしました。了解を得て現在取り組み始めて

います。問題は、来てくれる子どもたちはいいのですが、来ない子どもたち

をどうするかが今後の検討課題です。残念ながらその他には手が出ていない

状況です。ただ一番問題なのは、もう少し公民館に手がほしい。主事さんが

もう一人ほしいですね。例えば、学校の先生でも公民館に 1年でも 2年でも

活動してもらい、学校へ戻ってもらうことも必要なのではないかと考えてい

ます。 

ユネスコ協会選出委員： 私が片岡の中学校に勤務した時に、中学生は部活があるの

で中々公民館にはいけない。当時の乗附公民館長さんに、文化祭等で作品が

できるから乗附公民館に展示したいと言ったら「いいですよ」と了解を得ま

した。そして展示するようになりました。子どもたちは地区の公民館に作品

が展示されるので、身近に見られるので非常に喜んでいました。地域づくり

活動協議会のことですが、吉井地区で、私の所は馬庭地域で、公民館活動と

か、地域づくり活動協議会は、遅ればせながら合併でついてきた組織で、私

は生涯学習推進員で、7ページにあるメンバーで、地域づくり活動協議会が

行われておりますが、生涯学習推進員をそういう場に引っぱり出していく中

で、遅ればせながら地域で自分の持ち場がわかるということがありました。

１小学校区 1公民館ということですが、馬庭小学校区では、小さな集会所的

な公民館はありますが、馬庭小学校全体を活動する公民館はありません。活

動はできるのですが、器として新たにすぐ作れということではないですが、

吉井中央公民館しかありません。町内公民館の格上げ等検討をお願いしたい。

また、今日は各公民館長さんの生のご意見が聞けて非常に刺激を受けました。

感謝の念をこめてありがとうございました。 

岩鼻公民館長： ７ページに「地域づくり活動協議会事業にも主事は積極的に関与し

地域の人たちとの繋がりを深めていくことが大切」とありますが、現実には

主事さんは非常に大変です。公民館の自主事業があり、各種団体との調整が

あります。そういう所に地域づくりの事務局まで持ってこられたら主事さん

はアップアップしてしまう。人材を入れるなら主事さんに積極的に関わって

いただけますがそうはいかない。館長さんができる館長ならいいですが。館

長も 1日 2時間位しかいない。後は主事さんが全て受けているわけですから

大変です。こういう現実ですということを委員さん方にも知っていただきた

い。 

鼻高公民館長： 鼻高の場合は、公民館長が事務局になっています。区長会やすべて
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の団体ととうまく連動するためには、繋なぎ役に公民館長がいると思ってい

ます。 

新町地区選出委員： 区長会と公民館とのすみ分け、連携の仕方ですね。色々あるで

しょうから、それぞれの地域でそれをうまくしていくということですね。 

区長会選出委員： 区長会のことが出ていたので、ちょっと申し上げます。年度初め

に市から地区の区長会宛に地域づくり活動協議会の組織を作りなさい。予算

案を出しなさいと通達があります。地域によって予算額が異なります。予算

の使い方も制約があって、市から補助金をもらっている事業についてはだめ

です。新たな事業を立ち上げてこういう活動をしますと報告します。公民館

があっても公民館は別の組織なので、建前は区長会が中心になって新たな事

業を立ち上げてやることになっています。きちんと線引きをしないといけな

い。 

岩鼻公民館長： 最初来たときは、そうにはっきりしていなかったんですよ。だから

今ごたごたしているのです。最近やっといくらかすっきりしてきたので、館

長さん、主事さんが協力していく体制になってきています。地域によってそ

れぞれ形態が違うので話し合っていかなければいけないんですよ。 

中居公民館長； 先ほど言い足りないことをつけ加えさせていただきます。私はガイ

ドラインが出て全部主事さんがやるのではなくて、地域づくり活動協議会を

生かすべきだと、地域の方たちが協力し合ってやるべきだと言う事になりそ

れは、私はいいことだと申し上げたくて口火を切りました。中居の場合も地

域づくり活動協議会の中心は区長さん、常に公民館運営推進委員の中心も区

長さんが活躍していただいて、区長会と公民館が大変よい関係で、区長会の

みならず地域の各団体の方が運営推進委員になっていただき、地域づくり活

動協議会の役員になっていただき、地域の人材を生かして、地域の中から地

域の力を育てるという面で大変いいことだと思って述べさせていただきまし

た。 

新町地区選出委員： 組織があって、内容的には、お互い協力し合いっこするという

ことで、しかし中身については、それぞれの所で考えていただく。一人が負

担を全部負ってしまう運営の仕方はうまくない。 

会長： 高崎市側の説明が最初から一貫していない部分があります。ご迷惑をかけて

いることは事実です。一方主事が実際に住民が来た時に、あれは市長部局の

仕事ですから関係ありませんと相談にのらないでいる事例も、以前の段階で

はあったことは事実です。逆に言うとこれは主事の問題ではなくて、高崎市
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という組織の指示命令系統なり、市民と職員に対する情報の説明が徹底して

いない。一貫していなかった。ここ 1～2年大分よくなってきました。 

鼻高公民館長： 公民館はひとつの組織ですから、公民館長と主事は、社長と秘書課

長のようなものです。逆に主事は実施の執行役員です。ですからそういう形

で考えれば、絶対に一番重要なのは、情報を共有するということです。それ

につきます。組織をどういうふうに考えるかで議論など必要ないかと思いま

す。 

会長： 市の内部の方も、情報を共有していかなければならないというのは反省です。 

学識経験者Ｂ： 地域づくりの力ということで、今日は館長さんが列席した中で、一

番感銘深かったのは、土屋館長さん。女性の館長さんを要望している立場上、

土屋館長さんが色々な経験をなさって、なるべくして地域の中で館長を立派

にやってらして、色々なご判断をきちんとしていらっしゃると受け賜り、今

色々な立場上の関係、男性社会はそういうことがとても重要で、あるいはま

た微妙で、あるいはまた抜きさしならぬという場面を沢山耳にしますけれど

も、地域の中では女性という意味では、宛て職の女性ということでなくて、

もっと若くて実際に色んな活動をしている女性を多く登用する、あるいは育

てる、あるいは認めてあげる、あるいはそういうことを活用した中で、色ん

な事業をする中の推進役として女性の能力、力というものを大いに利用して

地域の中で組織を組み立てていただければいいのかと思います。もう一つ防

災のことで、主事の研究会で北地区が防災のことを取り上げていて、2、3日

前に来た回覧板に北公民館の案内がでていました。9月、10 月に北公民館で

防災の講座があります。1日専門の講師に防災意識の学習をして、2日間にわ

たって、飯塚町の２町内の防災マップを作るということを募集しています。

先ほど防災のことが出ましたが、今起こるということではなくて、社会教育

として防災をとりあげるという立場ですと、いろんな人が参加できる。一番

いい所は、公民館ではないのか。この地区にどういうポンプがあるよ、どう

いう川があるよ、ということを参加したそれぞれの住民が歩いて実際に目で

確かめて絆を深めてその地区を歩くということを促すというのが、公民館を

拠点とした出発点、あるいは帰ってきての報告会というところが一番いいの

ではないのか。北公民館が一生懸命にやりはじめたところですが色々広がれ

ばいいなと思いました。 

金古南足門公民館長： 高崎市みたいに密集している所は、確かに１小学校区１公民

館と言うことで関係する皆さんが歩いて回るのはいいのですが、旧群馬町の

われわれのいる町内会は、約 700 世帯あり、人口にすると約 2,000 人程いま

すが、そこの子どもは一つの町を飛び越えて学校に行きます。それを 1小学
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校区 1公民館といって十把一からげにすることは、倉渕なり、吉井なりも含

めて広域な地域には多少無理があるということをご理解ください。 

会長： 誤解があるかと思うのですが、何もすべての単位が 1小学校区 1公民館では

ありません。もっと広い単位の場合もありますし、逆に町内公民館のように

小さい単位で動く場合もありますが、それは問題はありません。 

金古南足門公民館長： 先ほどコミュ二ティセンターのことを話したのですが、我々

の町内会のコミュ二センターは古くなったので、また住民でお金を出して建

替えましょうということで動いています。大体 4千万円くらいかかりそうで

す。補助金を 2千万円くらい予定をしていてあと 4年くらいで、おおむね資

金がまとまり、新たに防災がしっかりしたコミュティセンターを建替えすべ

く今計画が進んでいます。 

会長： 1 校区 1公民館は原則で、一つの単位でそれより小さい単位もあれば、逆に

今箕郷などは 3小学校区で事業をやってきています。それはそれで、色々な

形を考えてください。 

ＰＴＡ連合会選出委員： 私は、ＰＴＡ関係で会長 5年、本部役員を 10 年間務めて感

じることは、長くやっているとマンネリになる恐れがあります。館長さんの

中でも 10 年ご尽力されている方もおられるようですが、そう考えると規約は

どうなっているのかわかりませんが、再選は妨げないということのようです

が、時代、時代に新しい知恵が出て動かしていったという人材があるべき姿

なのかと思います。男女共同参画の中で、女性の館長さんが生まれとてもよ

いことだと思います。他の地域の中でも今後女性を継承するということで、

女性を受け入れられる準備、環境があるか伺いたいと思います。 

金古南足門公民館長： 公民館長は、6年位で代わって行った方がいいと思っていま

す。公民館長を決めるのは、運営推進委員会で、そこには区長、地域の校長

先生、地域の各種団体の長など 20 人で構成されています。私の方では、6つ

の町内会に公民館長を募集しますという回覧を回します。候補者がいたら区

長に連絡して、運営推進委員会の中で決めます。その席には公民館長は加わ

らないで決めます。 

会長： きわめて理想的に決めている形ですね。公民館運営審議会委員は、4割位女

性がいます。多分市内の審議会、委員会の中では女性の割合が一番高いと思

います。館長さんとは申しませんが、運営推進委員会にできるだけ女性の方

を数多く入れていただいて、そういう意見が反映されて、その地域はみんな

でやっているとはっきりわかるような仕組みをお作りいただきたいと思いま
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す。 

新町地区選出委員： 今日館長さん方と我々委員が一緒にこの会が持てたことはとて

もよいことだと思いました。館長さん方は色々なことが代わってきて対応し

ていくのに大変さはあると思います。子どもは地域の宝、子どもを教える、

体験させる、意を注いで活動に引き入れていくということがとても大事にな

ります。これから答申等を出していく中で、情報交換ができることを大事に

していければと思います。今館長さんがいますので、委員さんの中で時間が

許せば、運営推進委員として交ぜていただければ、公民館の様子がわかりい

いと思います。お互いうなずけられるようになれたらと思います。 

六郷公民館長： 運営推進委員会は、1年に 2回やります。1回は、館長の推薦、2回

は、予算、計画、実績で終わってしまいます。是非ここにいらっしゃる委員

さん方が、運営推進委員に入っていただくと活性化になると思います、是非

そういった方向にしていただければと思います。 

ユネスコ協会選出委員： 公民館長会に、質問ですが、合併した所で例えば、馬庭で

も 3つの区域がありますが、代表公民館長さんをお仲間に加えてもらって、

先進地域の公民館の活動の様子を徐々に味わっていけるように、門戸を広げ

ていただきたい。即答でなくても結構です。 

岩鼻公民館長： 町内公民館はすべていれると 412 館ほどになりかなります。今 1小

学校区 1公民館で 43 館あるわけで、市の行政嘱託の公民館長さん方で構成さ

れているのが公民館長会で、1年に 1度は町内会の推進で意見発表をする機

会があります。場合によっては、各地区で町内の館長さんを集めて、そうい

ったことをする機会を設けるか今後の課題にしていきたいと思います。 

会長： 施設がない小学校区において、そこから活動している中で、町内公民館の館

長さんを一人、館長会に対してオブザーバーのような参加が日常的にできな

いかということですね。 

岩鼻公民館長： 先ほどのＰＴＡ選出委員さんの話ですが、館長が選ばれるのは、運

営推進委員会で選ばれるのですが、だいたい各地区の区長会で相談をして決

めるので、館長が呼ばれて参考意見を述べる機会はあります。女性を育てて

運営推進委員会の中で話をしていきたいと思います。また館長会の方でも話

をしていきたいと思います。 

群馬地区選出委員： 今日は、こういう機会を設けていただき本当によかったと思い

ます。館長名簿を見させていただき、女性の館長さんがいることに誇りを感
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じています。また、私も実は、公民館運営推進委員会に出させていただきた

いと申し出て、出させていただきました。時間が重ならない限りは、会議に

出させていただければ勉強になるかなと思っています。 

鼻高公民館長： 先ほど運営推進委員の中に、女性を多く取り入れていければいいと

いうことですが、館長はリーダーシップが発揮できればいいわけで、一つの

例としてお話しますが、鼻高公民館の初代の館長は女性でした。経験豊富で

立派な方でした。女性男性に限らず、いかにリーダーシップが発揮できるか

だと思います。 

会長： それでは、時間になりましたので、事務局から連絡事項をお願いいたします。 

５ その他 

事務局 ：前回審議会の議事録について（報告）

    ：次回会議 高崎市公民館研究集会について 

    ：第 31 回群馬県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 

会長： 社会教育の主要施設であるだけに、勉強することが沢山あります。皆さん挑

戦していただきたいと思います。 

今日は副会長がおりませんので、私の方から閉会にしたいと思います。 

ありがとうございました。 


