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平成２５・２６年度 第１０回公民館運営審議会 会議録 

開催日時  平成２７年３月１２日（木）午後１時３０分から３時３０分 

開催場所  高崎市中央公民館  第２集会室 

議題    １ 平成２５・２６年度答申について 

２ 平成２６年度高崎市公民館事業実績報告・審議 

３ 平成２７年度高崎市公民館長任命に関する意見聴取

公開・非公開区分  公開

出席委員（１６人）

今井敏彦委員 ・竹内歳雄委員 ・樋口克己委員 ・小屋美香委員 

熊倉浩靖委員 ・吉村晴子委員 ・根岸赴夫委員 ・石井茂委員 

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（４人）

   広瀬雅美委員 ・荻原馨委員 ・綾部園子委員  ・吉原美那子委員

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 

新井博公民館連絡協議会長・矢島繁中央公民館長・小野勝久館長補佐

櫻井衛次長・黒崎安則次長・松本正明次長・横尾律男次長・堀口徹次長

樋口亮一次長・大野雅美主査・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１０回公民館運営審議会 議事録 

議事

１ 平成２５・２６年度答申について 

会長：  製本した答申をお配りしました。これを公民館連絡協議会長にお渡し、内容に

ついて説明したいと思います。

公民館連絡協議会長：ありがとうございました。

会長：  答申内容について説明をさせていただきます。平成２６年６月４日に諮問を頂

き、諮問の柱は「心豊かな活力ある人づくり・地域づくりをめざした公民館事業

のあり方について」という大きなテーマでした。平成１６年度から、「ライフアッ

プ推進事業」「キャリアデザイン支援事業」「地域づくり支援・ボランティア養成

事業」「図書ボランティア活動支援事業」の４本柱で事業を進めてきたが、地域住

民が公民館で学んだ成果を地域の課題解決や地域活動につなげていくことができ

るような講座や教室の企画は数少ない。また、住民の課題解決の力量を高めてい

けるような、公民館事業の企画立案への参加も限られているという問題をどう解

決したら良いかということについて、率直な意見を出してほしい。そのように私

たちは受け止めました。３ページに「答申の基本姿勢」と書きましたが、諮問に

対し、「ライフアップ推進」や「キャリアデザイン支援」という言葉は、平成７年

度に作成された高崎市生涯学習推進計画に基づくもので、生涯を通して自己啓発

し、時代の変化に対応して自己実現を図るという考えでした。

その後、経済発展、グローバル化、災害、バブルの崩壊、少子・高齢化及び人

口減少、地球環境等、様々な問題に対し、学んだことをいかに地域の絆や地域力

の向上につなげていくか、ということが重要であるとわかりました。それは公民

館が戦後改革の中で出発をした原点に戻ることでもあります。それに対し、文部

科学省も「公民館の設置及び運営に関する基準」の中で、地域の実情に合わせる

ことを重視するように変わってきました。そのような世の中の変化を積極的に捉

えたのが、平成２０年に作成された「新・高崎市生涯学習推進計画」であり、テ

ーマは「地域力を育む生涯学習社会の創造」でした。それに従い、公民館はどの

ように活動したら良いのか、改めて聞かれたのだろうと捉えました。そこで、答

申の各論は、実際にどのように活動できるか、地区公民館で行われていること、

委員さんに検討いただいたことを踏まえ、まとめたもので、１１の柱から構成さ

れています。
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まず５ページ、何よりも地域の声を聞く「大きな耳」を持ってください。特に

公民館に来ない人はなぜか、こんなにやっているのになぜ地域の人は聞いてくれ

ないのかと思わず、悔しがらず、恥じずに、地域の人が求めていることを謙虚に

聞いてください。その意見を公民館運営推進委員会に出し、地域の声や事業につ

いて意見交換をしましょう。そうすると地域の声が聞こえます。入りやすい場づ

くりに力を注いでください。具体的には、乳幼児を連れた若い世代や高齢者、障

害者にとって公民館が利用しやすくなるにはどうしたら良いか。玄関周りや階段、

教室の出入口に危険や不便はないか、ミルクを溶くお湯の用意やお茶の提供はで

きているか、トイレは多機能型に対応できているか、チェックし、人が集まりや

すい場所を作りましょう。そこで出された声を素直に聞きましょう。それを前提

にしてくださいというものが（１）と（２）です。

その上で、「貸館」を積極的に捉えなおしてください。公民館は、各種の団体、

機関等との連携を図り、住民の集会等、公共的利用に施設を供することが事業で

す。常に講座や事業を行なっていなければならないと考えないでください。地域

の人が多く使用することは良いことです。その時、地域の皆さんが主体的にでき

るように、組織の作り方や帳簿の付け方、申請や報告の出し方等を事業化したら

どうか。これは重要な事業です。というものが３番目の柱です。

４番目。広報は地域の人の力を使い、作ってください。市民参加を地域の力に

することです。地域の広報委員会が全て作っているところもあります。本市だけ

ではなく、各地域で始まっています。また、事業結果は必ず報告してください。

多くの場合、参加者の募集は広報するが、結果については意外に知らせていない。

例えば、３人しか集まらなくても、反響を聞きましょう。今回は知らなかったが、

次回は行きたいという声が返ってくれば大変ありがたいことです。そういう伝え

方をしっかりしましょう。また、事業がマンネリ化を感じた時は、止める英断を

下すのも地域の声です、ということです。

５番目。地域の人々は「人財」、人は宝と捉え、地域人財の発掘・連携をしっか

り図ってください。「人財」を発掘し、連携を図るということが公民館職員の専門

性でしょう。各地区公民館でつながっていけばとても役に立ちますし、わからな

い場合は、ブロック体制を活かしてやってください、というものです。

６番目。事業の中で「振り返り」をしましょう。例えば、５回シリーズの事業

であれば、５回目は４回終了した結果について、どうであったか、話し合いの場

を作る。後でアンケートにお答えくださいとお願いしても、書いてくれません。

事業の中で「振り返り」ができる仕組みを考えると継続性がでてくると思います。

そして、情報や学習資源を相互に活用してください。特に公民館運営推進委員会

は形式的に開くのではなく、意見を出し合う場とする。課題を共有することはと

ても大切だと思います。公民館運営推進委員会は各館に設けられている審議会で
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す。公民館運営推進委員会は事業主体にもなっていますので、さらに一歩進んで

ください。公民館運営推進委員会から、いろいろな声が出てきますよ、というこ

とです。

８番目は公民館図書室です。公民館図書室は高崎市の公民館活動の中でとても

特色のある場所ですが、それをどう使うのか。公民館図書室はいろいろな情報が

入るはずであり、郷土資料を収集・収蔵・公開する場でもあるわけですから、地

域人財と地域の宝そのものを蓄えていることになります。そういう図書館の使い

方も考えてください。

９番目。運営は地域の実情に合わせてください。管理意識が強く、「使わせてや

る」「問題を起こされては困る」「規則ではこうなっている」という態度で住民に

接していることはないでしょうか。地域の特色、実情に応じ、柔軟性のある使い

方をする。そのためには、地域の中でルールを決めてください。集い、学び、そ

して、それを地域に還元する。このようなことを考えてください。

１０番目。「一小学校区一公民館」の設置は難しい場所があります。いろいろな

事情や高崎市の財政状況もあり、なかなか実現できませんが、この旗は掲げ続け

よう。そして、公民館となり得るような既存施設に「公民館」の看板を掛けても

らい、職員の配置と事業の実施を進める。町内公民館とのネットワークを強めて

公民館体制の強化を図る等、その地域の特色に合わせたことを考えてください。

地域事情がありますから、一般論になりますが、とにかく公民館を地域に作って

いく。新築に比べ、できているものを直すことはやりやすいので、既成事実を作

りましょう、ということを書きました。

１１番目。公民館運営推進委員会での意見交換を増やしてください。準備を重

ね、できるだけ意見が出ない方が良いと思っている人がいますが、それは大間違

いです。質問や意見が出ないということは、地域に公民館事業が知られていない、

地域に評価されていないと思ってください。そして、地域づくり活動協議会や生

涯学習推進員等とネットワークをつないでいってください。特に生涯学習推進員

は、公民館運営推進委員会準則でも不可欠な委員ですので、その方々の力を使っ

てください、ということを書きました。

最後に結びとして、是非、この答申を館長会の中で議論するだけでなく、各館

に持ち帰っていただき、公民館運営推進委員会や生涯学習推進員等と意見交換を

していただければ、具体的にその地域に応じた形が出てくるのではないでしょう

か、とまとめさせていただきました。使っていただければ、ありがたいと思いま

す。よろしくお願いいたします。

公民館連絡協議会長：ありがとうございました。今回の答申は、再認識させてくれる、貴

重な答申であると思います。今まで、答申いただいたことを実践してきて、その
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成果として今年度、矢中公民館が優良公民館文部科学大臣表彰を受けました。こ

れも答申があればこそ、受賞できたと思います。館長会等でも話をしながら、少

しでも答申に近づくような活動が展開できれば良いと思っています。今、連携が

少なくなってきていると思います。岩鼻公民館は、周辺に美術館、博物館、資料

館等、いろいろな施設があり、連携しながら事業を進めています。今後は小中学

校との連携に少し力を入れなければならないと思っています。答申を参考にさせ

ていただき、努力していきたいと思っています。貴重なご意見をありがとうござ

いました。

３月の館長会で、公民館連絡協議会会則を改正しました。来年度から公民館連

絡協議会長には中央公民館長を充てることになりましたので、ご承知置きくださ

い。

会長：  今まで、審議会は４３の地区公民館についてのみ議論してきました。しかし、

中央公民館を含む４４館全体に対し、意見を申し述べることが審議会の役割であ

る。そのためには中央公民館が公民館連絡協議会に入らないのはおかしい。入れ

ば、中央公民館が代表し、会長を引き受けるべきである。協議会の総意で、この

ように決まったそうです。

２ 平成２６年度高崎市公民館事業実績報告・審議

事務局： 平成２６年度高崎市公民館事業実績をご覧ください。中央公民館と地区公民館

の事業が掲載してあります。事業につきましては、「ライフアップ推進事業」「キ

ャリアデザイン支援事業」「地域づくり・ボランティア養成事業」「図書ボランテ

ィア活動支援事業」という４本柱を掲げ、これに基づき、事業を実施いたしまし

た。

中央公民館の講座について説明させていただきます。「子育て支援家庭教育充実」

は、昨年度に引き続き「子育て支援フォーラム」を社会教育課と共催して行い、「食

卓から生きる力へ」をテーマに食育の観点から基調講演とグループディスカッシ

ョンを行いました。「孫育て講座」は、今年度は実技や演習を増やして実施しまし

た。「少年少女体験活動支援」の「元気キッズアドベンチャー」は、子ども同士が

遊びながらお互いを尊重するレクリエーションなどを通し、コミュニケーション

が図れるようなプロジェクトアドベンチャーという手法を使って活動を行いまし

た。「子どもは小さな芸術家」は、高崎の昔ばなしを題材に、衣装作りや舞台背景

の制作、また、簡単な演技を通して、相手を思いやる気持ちや最後まであきらめ

ずに作り上げる粘り強い気持ちを育むことを目的として行いました。「市民公開講

座」は立正大学のデリバリーカレッジで、夏と秋に合計６コマの講座を実施しま
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した。また、防災に関わる講座として「地域で守る防災講座」を行いました。講

義だけではなく災害図上訓練、避難所運営ゲームの実施に加えて、今年度は箕郷

町の区長さんを交えて協議を行いました。また、今年度「がんを学ぼう」という

講座を立ち上げました。がんについての基礎知識を学ぶとともにがんの相談支援

センター、緩和ケア診療所等の取り組みも紹介し、患者や家族の生活の質を高め

る活動を学ぶということで開催しました。

「キャリアデザイン支援事業」の「日本文化や外国文化の理解」では「講座 た

かさき再発見」を９月から１０月に行い、高崎市の変革を後世に伝える人材育成

を目的に行いました。「歩いて再発見！中世の高崎」は実地の講座で、山名城から

茶臼山城、その先の永福寺まで歩きました。

「地域づくり支援・ボランティア養成」の「子どもが楽しく学べる場づくり講

座」は、育成会の指導者やＰＴＡ支部担当をされている方等を対象に、少年少女

体験活動の指導者養成ということで行いました。「あなたを生かすシニア講座」で

は、実際に自分がやりたいことをどのように地域に戻ってつなげていくかという

ことについて、ワークショップを行いました。

「図書ボランティア活動支援事業」は、図書ボランティア講習として各地域で、

図書ボランティア活動をしている方を対象に、読書活動の専門的能力を備えた人

材のスキルアップを目指して行っております。「なやみごと相談事業」は、火曜日

と金曜日の午後１時から４時までの間、相談事業を行っています。今年度はまだ

実施中で、集計ができていないため、数字は掲載しておりません。

３ページ「学校・団体・ＮＰＯ等との連携」は、ご紹介いたしました事業の中

で連携している事業を記載しています。

４ページ「職員研修」は、地区公民館の館長、主事を含めて参加をした研修事業

を掲載しています。群馬県公民館連合会研修会及び西部ブロック公民館研修集会

では熊倉会長にもお世話になりました。中央公民館の事業につきましては、以上

になります。

会長：  中央公民館の事業で、ご意見があればお願いします。

公募委員Ｂ：素晴らしいと思いました。『がんを学ぼう』は良い講座だと思す。参加者が

１４０人とのことが、知りたいと思う方が多いのだろうと思いました。

学識経験者Ｂ：中央公民館の対象地域は高崎市全域になると思うのですが、事業の広報は

どのようにしているのですか。

事務局： 公民館だよりは、中央公民館は月１回、地区公民館は月１、２回を発行し、全
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ての公民館に配布しています。広報の手段は、広報高崎への掲載、公民館だより

の配布、ホームページのまなびネットたかさきに掲載しています。中央公民館は、

全市が対象になりますので、広報高崎に掲載しますが、地区公民館の場合は必ず

しも全市ではありませんので、広報高崎には掲載しておりません。

学識経験者Ｂ：中央公民館の公民館だよりの配布はどのような基準で行なっているのです

か。

事務局： 公民館だよりは行政機関の窓口に設置し、事業の単独のチラシは対象者がいら

っしゃるところにも配布をしています。

会長：  中央公民館は地区が限定されていないので、地区公民館のような形での公民館

だよりの配り方はしていないということです。以前は中央地区の公民館の役割を

果たしていたのですが、北、城址、東、南等の公民館が整い、中央公民館は全市

対応になりました。地区公民館の公民館だよりの中に、中央公民館の講座情報を

掲載することも良いかもしれません。公民館だよりを全世帯に配布することは予

算的に無理があると思われます。また、広報高崎にも掲載しているということも

ありますから。ご検討ください。

吉井地区選出委員：公民館だよりは、全戸配布ではなく、回覧板で回ってきます。私は回

覧板をコピーしておくのですが、回覧板を早く回さなければいけないと思い、メ

モを取り忘れてしまうこともあるようです。インターネットの活用等、皆さんに

伝えられる良い方法がないかと思っています。

公募委員Ａ：回覧板を回した後に、もう一度見たいと思うことがあります。コピーができ

る人もいるので、皆が必要だとは思いませんが、３～５枚くらい多目に回覧して

いただければ、必要な人は取ることができて良いと思います。

会長：  予算の問題もありますが、地区公民館の公民館だよりの回覧枚数をプラス２、

３枚にするということは検討課題かもしれませんね。

吉井地区選出委員：公民館に行く人は公民館にあるチラシを持ち帰り、他の人に周知もで

きます。しかし、公民館に行かない人に伝える手段が少ないと思っています。

会長：  私の地区の公民館だよりは全戸配布です。地域により異なります。それは館長

会議や主事会議等で、公民館だよりの配布や市民の皆さんへの情報の伝達方法、



8 

検討していただいた方が良いかもしれません。

中央公民館長：先程の学識経験者Ｂさんの質問ですが、中央公民館の公民館だよりの配布

先は、社会教育課、青年センター、教育総務課、文化財保護課、図書館、美術館、

染料植物園、長寿センター、市民サービスセンター、市民情報センター、音楽セ

ンター、文化会館、シティギャラリー、勤労青少年ホーム等に配布し、周知を図

っています。

学識経験者Ｂ：ロゴや形式を工夫し、目立つようにすることが重要であると思います。

群馬地区選出委員：中央公民館の事業は、広報高崎を見るようにしています。中央公民館

だよりは各公民館、ソシアスに置いてあります。ソシアスは公民館別に並べられ

ています。受講したい講座があり、申し込み時には受付が終了しており、残念な

思いをしたことがありました。地区公民館の公民館だよりと一緒に、中央公民館

だよりも回ってくれば、良いと思います。公民館やソシアスに行けない人たちの

目にも留まり、公民館についての理解も深まるのではないかと思います。

学識経験者Ｂ：中央公民館については、地区公民館のお手本となるような事業を実施する

ように期待しています。

家庭教育関係者Ａ：公民館だよりのことではありませんが、２５年度の「子育て支援フォ

ーラム」に私は保護者として参加しました。参加者数も多く、意見交換が行われ

たと記憶しています。２６年度は参加者が減少しています。内容により、人数の

増減はあると思いますが、増減についての理由を考えたり、振り返りは行なって

いるのですか。

事務局： 事業終了後に必ず事業評価を行っています。事業担当者が参加者のアンケート

も含め、要素を洗い出し、振り返りをしています。教育担当内で事業評価をして、

原因等の検討をし、次年度に生かすようにしています。

会長：  ２５年度と２６年度を見ますと、同じ事業は、参加者が減っています。同じタ

イトルでは２年間持たないのか。人の出入りがあるから、２年目は前回の募集人

数にプラスアルファした人数を募集しても良いのではないか。同じタイトルの下

に目先を変えるサブタイトルを付ける、前回の受講者も受講可能とする、そのよ

うなことをしても良いと思いました。これについてもご検討をください。



9 

中央公民館長：以前は、人が多く集まる講座の受講者数は３０人、４０人としていました。

近年は講師側から、３０人の講座は実施できないので、１５人くらいにしてほし

いということもあります。ですから、１０人くらいの講座もあります。例えば、

女性学級のように５回、１０回と回数が多い講座もありましたが、現在は参加が

途絶えてしまうこともあり、３回くらいが適当ではないかという実情もあります。

そのようなことも含め、いろいろ変化があると思います。

事務局： 記載の参加者数は延べ人数になっておりますので、回数に応じて増減がありま

す。

会長：  連携、研修を含めてご意見はありますか。来年はこのような研修をしたら良い

のではないかという意見はありませんか。

ユネスコ協会選出委員：事務局から、広報についての説明がありましたが、その中で、ま

なびネットには、どのような内容を載せているのでしょうか。

事務局： まなびネットは、高崎市のホームページで、社会教育関連のいろいろな行政機

関、中央公民館を含む４４公民館の公民館だよりと講座の募集等も掲載しており

ます。ただし、地区公民館の事業については、地域を限定して実施している事業

もありますので、全てが載っているわけではありません。

会長：  連携については、中央公民館から相手にお願いしたのか、持ち込みがあったの

ですか。

事務局： 中央公民館につきましては、こちらからお願いをしております。

会長： では、地区公民館の説明をいただきます。

事務局： ５ページの「学習機会の提供」は、全ての講座数になり、４３館８１９講座が

行われています。１２月末現在の数字です。「ライフアップ推進事業」は３８２講

座で、「子育て支援家庭教育充実」「少年少女体験活動支援」「社会課題を考える講

座」で、それぞれ講座を挙げています。

「キャリアデザイン支援事業」は、３４８講座が実施され、「情報化社会への対

応教室」では「タブレット入門講座」「スマホ体験教室」「年賀状作成教室」等を

３０館で５０講座が行われています。

「地域づくり支援・ボランティア養成事業」は、８９講座が開催されて、「地域
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づくり支援」では、いろいろな行事が多く取り組まれています。「ボランティア養

成」では１７館で２５講座が開催されています。以上が地区館で行われている講

座になります。観点別に振り分けたものが７ページ以降になります。この集計に

つきましては、各地区公民館から提出されたものですので、重複されているもの

もあります。また、その観点の中に入っていない講座もありますので、全ての講

座が記載されているわけではありません。

７ページ「小・中・高・大学との連携事業」は、３０館で６１講座が行われて

います。（１）「小・中学校との交流」ですが、「手作り紙芝居づくり」は、交通安

全紙芝居を金古公民館が中心となって作成したものです。また、金古公民館は３

月７日の上毛新聞にも掲載されましたが、５年生の環境学習で、公民館との共同

の事業で実施しています。（２）「の生徒による講師・補助」は、児童や生徒が講

師となって行った事業で、倉渕地域の「道祖神の里めぐり」では、中学生がボラ

ンティアとなり、参加者に案内、引率するものです。「ミヤマシジミ生態報告会と

雑草取り」も行なっています。８ページの（４）「生活科・総合学習等との連携」

は、小学校との連携事業で、内容は昔の遊びを地域の方が児童や生徒に指導する

ものが多いようです。（５）「地域づくり関連」は、１２館で１３講座が行われて

いますが、「矢中音楽祭」の取り組みをしている矢中公民館は、優良公民館文部科

学大臣表彰を受賞しました。（６）「放課後児童（学童）クラブとの連携」は１２

館１９講座を挙げています。

１０ページ（７）「大学との連携」は、大学だけではなく、高等専門学校、高校

との連携も含まれています。第５ブロ ック、片岡、乗附、寺尾、城山、南八幡、

吉井公民館の取り組みが記載されていますが、高崎商科大学との連携事業で、平

成２４年度からブロック別課題研修のテーマとなっています。この冊子とは別に

お配りした「ブロック別課題研修報告」にも記載されています。 

１１ページ「公民館運営推進委員との連携事業」は公民館運営推進委員、生涯

学習推進員との連携について記載しています。

「生涯学習推進員との連携事業」は比較的多くの館で実施されており、館外で

行う事業等を中心に行っており、倉賀野公民館の「アプトの道ハイキング」等が

あります。

１４ページ「地域づくり活動協議会との連携事業」は、２２館で５２講座が行

なわれおり、地域での文化祭や作品展示会、あるいは運動関係でハイキングやグ

ランドゴルフ等のスポーツ関係を含め、連携しています。

１６ページ「ＮＰＯ法人との連携事業」は、ＮＰＯ法人や地域の事業実施団体と

の連携を記載しています。

１７ページ「関係団体との連携事業」は、社会福祉協議会、体育振興会、区長会、

食生活改良推進員、地域の自然保護団体、文化協会、環境保健委員等、様々な関
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係団体と連携しているものです。

２１ページ「関係課・機関との連携事業」は、１０館で１７講座が掲載されて

います。南公民館は、高崎市美術館と併設しており、美術館の協力を得て鑑賞会

等ができる環境にあります。

２２ページ「身近な生活課題や地域課題に重点をおいた事業」は、２２館で

３４講座を挙げています。

２４ページ「地域人財発掘や育成に重点をおいた事業」は、地域の人材を活用

しているということに留まり、発掘あるいは育成へ結び付いているかについては、

この報告だけでは見ることはできません。国府公民館では、「だがしや楽校」を実

施し、地域の人の輪を繋げる活動を行っています。

２５ページ「居場所になるように行った事業」は１７館で２４講座です。

２７ページ「防災や防犯に重点をおいた事業」は、県警あるいは派出所の所長

等に協力をいただいての出前講座等です。

２８ページ「食育に重点をおいた事業」は、２２館で３５講座です。

３０ページ「地域の自然、歴史・文化、産業等に重点をおいた事業」は、２６

館で３７講座です。

３２ページ「伝統芸能を守る拠点として実施した事業」は、地域で行っている

伝統芸能等を子どもたちに伝承する事業です。

３３ページ「地域の特色や課題を生かした事業」は、１７館で２７講座です。

３５ページ「うまくいった・手ごたえがあった事業」は、３７館で４２講座で

す。城址公民館の囲碁大会は、地域の囲碁大会の実行委員会が市や地元の各種団

体と連携を図りながら、公民館を利用して、まちづくりを行っていくというもの

です。公民館は会場の提供や、企画実施にも関わり、連絡調整やコーディネート

支援、助言等、きめ細かい支援を行いました。地域の特性を活かしたイベントを

進めたいという市民活動とまちなかの活性化を進めたい行政がかみ合った活動で、

公民館が施設の提供や助言、コーディネート等の支援を行った事業です。また、

鼻高公民館の「わがまち鼻高 地域座談会」は、地域住民の中から自発的に地域座

談会をやろうということで、地域づくりの機運が盛り上がっているとのことです。

これについても公民館だよりで地域住民に報告等を行っています。倉賀野公民館

の「倉賀野まちづくり作文」は子どもたちに作文を書いていただき、倉賀野を紹

介するという事業です。作文に係る事業は、金古南足門公民館でも実施していま

す。

３９ページ「公民館だよりの活用についての工夫」では、各公民館で工夫され

ていることの報告を記載しています。

４１ページ「図書館の活用についての工夫」は、公民館ごとに異なりますが、

細かな工夫等を記載しています。
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４２ページ「公民館の部屋の貸出しについての工夫」は、各公民館で工夫して

いる点を記載しています。

以上で説明を終わらせていただきます。

会長：  膨大な情報ですので、いろいろな感想があると思いますが、合併地域の委員さ

んから、ＰＲを含め、話を聞いきたいと思います。

箕郷地区選出委員：各公民館の事業の様子が良くわかりました。昨年度の事業報告では、

いろいろな観点から教室や事業を行なっているが、一生懸命やっているのに、参

加人数が少ないと泣き言が入っていました。工夫をしたが、課題があるので、今

後、頑張るというような、次年度につなげられるような事業報告が良いと思って

いました。今年度は各館の工夫がわかるようなまとめ方をされているので良いと

思いました。

群馬地区選出委員：男性の参加者が少ないということが、前橋市との合同審議会時にも出

ましたが、男性が多かった講座があれば教えてください。

事務局： 地区公民館の参加の割合については、現在資料がありません。

群馬地区選出委員：倉渕地域の「道祖神の里めぐり」や防犯講座等は、男性参加者が多か

ったようですね。公民館になかなか来られない人に来ていただくようにすること

はこれからも課題であると思います。ところで、中央公民館で講師をされた先生

に対し、地区公民館でも講座を行なう場合は、中央公民館から依頼をしていただ

けるのでしょうか。

事務局： 可能ですが、実際には地区公民館の主事が直接連絡を取っています。

新町地区選出委員：講座の日程や人数、内容、結果について検討し、結果を残すことは大事で

あると思います。新町地域では、幼児対象の講座の参加者多いのですが、回数は

少ない。公民館運営推進委員の役割は何か。公民館に任せ、会議を年２回開催し、

終わらせてしまうのではなく、反省等を活かしていく。また、携わる人は、多い

ほうが望ましい。公民館からの報告を受けるだけではなく、公民館運営推進委員

からも報告しながら、年間の事業計画を作ることができれば良いと思います。３

月下旬に会議がありますので、話を出し、良い方向へ持っていきたいと思ってい

ます。
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会長：  公民館運営推進委員会は、あくまで事業の実績に対する審議ですが、運営に

関する審議も必要なのかもしれません。

新町地区選出委員：他の地域の公民館運営推進委員会はどのように行なわれているのか、

お聞きしたいです。大事な組織だと言えそうですね。

会長： とても重要な組織です。この審議会の議事録は公開をされていますし、地区公

民館の公民館だよりに公民館運営推進委員会で議論された内容を載せることも必

要かもしれません。透明性は必要です。初めてここで議論になったことなので、

公民館運営推進委員会の開催については、次回から示していただきましょう。

新町地区選出委員：歴史的にいろいろなことをやられているところでは、そういうものに

こだわらずやっているという実績があり、続いていくでしょう。しかし、やり方

等を考えていかなくてはならないと思います。

榛名地区選出委員：地区公民館も頑張っていると感じました。私が館長になった時、前年

度の各館の報告書の中から、市内の地区公民館が行なったことを書き出し、その

中から自分の館で使えるものを抽出し、計画を立てたことがあります。各館が本

当に工夫を凝らし、地域のことを考えながら、事業を計画していることが感じら

れました。大事な資料として、各館で良いものは真似をしてもらいたいです。最

終的には主事や館長の創意工夫が公民館を作っていくのだと思いますが、いろい

ろな事業を見て、視野を広げて自分の館をどうするか考えてもらいたいと思いま

した。事業が体験的なもの、ものづくりなどをたくさん取り入れていますし、地

域との関連も取り入れているので非常に素晴らしいと思いました。

市議会選出委員：各地域で行なっていることがわかります。これをやってみたいというも

    のが必ず出てくると思います。

会長：  審議会としてはこれを公開すべきだと思います。

吉井地区選出委員 ：それぞれの地区の公民館でこれだけの事業をしているということに

驚きました。吉井地域は１館ですが、柱になるような事業をしてくれています。

吉井地域は広いので、吉井公民館に行くことができない人がいるのが現状ですの

で、町内公民館の役員や区長にこの事業実績を伝えたいと思います。子どもから

高齢者のことまで書かれており、地域づくりの参考になると思います。地域の学

校との連携も町内公民館を使いながらやっていけたら良いと思いました。
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会長：  町内公民館との連携や地区公民館の館内にある町内公民館活動の紹介ができれ

ば良いかもしれません。

吉井地区選出委員 ：地域だよりの中では毎月紹介しています。

会長：  他の町内公民館の参考になりますね。これは貴重なものです。

公募委員Ａ：私は町内公民館のことは全くわかりません。地区公民館の公民館だよりに載    

せていただけたら良いと思います。中央公民館の公民館だよりも見たいと思います

ので、広報高崎の配布時に中央公民館の情報も印刷して配ったらどうでしょうか。

会長：  広報には広報の編集方針がありますし、それぞれの立場もありますから。

公募委員Ａ：中央公民館に来ないとわからないことがたくさんあります。「孫育て講座」は

受けてみたかったです。

倉渕地区選出委員：各地区公民館はいろいろな事業をしていて、感心しています。倉渕地

域は毎年、道祖神、ミヤマシジミ、蛍が出されていますが、この他にも獅子舞、

太々神楽、おきりこみも行なっています。このようなものに公民館も関わりをも

てないか、提言しています。また、文化的なグループの活動の内容も上級化して

きたので、新たに初心者向けの講座を３月に行なうことになり、人がたくさん集

まりました。公民館活動を見直し、新しい人を入れることが、倉渕地域の課題で

あると思います。

会長：  各地域に共通することです。事業実績の中に定番となる、地域の顔となるよう

な事業や新たに挑戦した事業というような括りがあっても良いかもしれません。

区長会選出委員：各公民館の取り組みに感心しました。地域性もありますが、これを参考

にしながら新しいことにチャレンジしてほしいと思います。区長会としても、区

長としても参加して盛り上げていきたいと思っています。

ユネスコ協会選出委員：公民館事業実績と答申と抱き合わせで、公民館運営推進委員会や

生涯学習推進員、地域づくり活動協議会等に投げかけていければ、この答申が活

かされると思います。
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会長：  そういう意味でも公民館運営審議会委員が公民館運営推進委員会のメンバーに

なっていく形があると良いですね。

ユネスコ協会選出委員：施設の建設は難しいが、表札だけを掛けることは可能かもしれな

い。

青年会議所選出委員：答申と事業実績を見て、皆さんが公民館に対して真剣に考えている

ことがわかりました。素晴らしい活動を多くの人に知ってもらい、興味を持った

ものに参加してもらうことが重要であると思います。答申の「地域住民が自主的・

主体的に公民館を活用することは望ましい形です」という一文には感銘を受けま

した。地域住民が集まる場、何かあったら公民館に行ってみようと思ってもらえ

るような魅力ある場づくりが、今後必要になってくると思います。青年会議所と

しても、そのような部分もしっかり発信できるような活動をしていきたいと思い

ました。ここで聞かせていただいたことを青年会議所にも持ち帰り、メンバーに

しっかり伝えていきたいと考えています。

小学校長会選出委員：事業報告の説明を聞かせてもらい、それぞれの公民館が工夫し、地

域の課題、今日的課題に関連させた事業を行なっていることがわかりました。７

ページに「小・中・高・大学との連携事業」、８ページに「生活科・総合学習等と

の連携」とありますが、これらが益々充実すると良いと思っています。各学校が

特色ある学校づくりをテーマにしています。その地域の自然や歴史、地域の人か

ら学ぶ、自分たちの地域を見直す、そういうことから特色ある学校づくりが始ま

ると考えています。答申に「人材は『人財』と考え、地域人財の発掘・連携を図

りましょう」とありますが、地域の人から学ぶことは、教育的価値があり、意義

のあることです。公民館にはいろいろな情報がある、地域の人材、歴史、自然の

資料もある、そのようなことで連携を図っていければ良いと思います。また、地

域について学んだ成果を公民館と連携し、発表できる場、作品展示や演奏会等を

行い、子どもたちにとって、公民館が身近な存在になれば良いと思いました。

会長：  校長会等にもこの答申と事業実績の２つが配られるのも良いかもしれません。

市議会選出委員：特に私が興味を持ったのは、岩鼻公民館の「味噌作り体験教室」です。女

性の中に男性１人で、体験してきました。「味噌作り体験教室」は人気があるそう

ですが、全部の公民館でできるわけではないでしょうが、このような講座を広め

た方が良いと思いました。時間と手間をかければ、市販されている味噌より、安

全・安心なものが作れますし、そういった意味でも、このような講座を広めてい
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ければ良いと思います。「うまくいった・手ごたえがあった事業」の中の城址公民

館の「高崎市長杯争奪 第１回囲碁大会」「高崎市長杯子ども囲碁大会＆音楽フェ

スタ」は、囲碁教室から発展した事業で、どうやったら子どもたちに囲碁を発展

させていけるか、囲碁を社会に普及させるにはどういう方法があるか、高崎市長

杯実行委員会で話し合いました。私も実行委員会の一員ですが、市長杯争奪とい

うことで、昨年の１０月に第１回の囲碁大会を開催しました。初めてやることは

大変なことです。まちなかで開催することにして、大人の囲碁大会は駐車場、子

ども囲碁大会は地域活性化センターで行ないました。大盛況で、初めて囲碁を体

験し、囲碁の素晴らしさを知ってもらいました。また、女流棋士２人には大人４

人と対戦してもらいました。地域活性化センターの１階では音楽フェスタを行い、

大きな事業となりました。今後、この事業が展開していけば良いと思います。公

民館の事業がさらに地域の人、市民を巻き込んだ事業に発展していっている良い

例だと思います。それぞれ特色のある事業をやり、それを発展させていくような

公民館活動をやっていっていただきたいと思います。

会長：  事業がうまくいった、いかなかったということだけでなくて、公民館の立場が

しっかり書かれています。

中央公民館長：貴重なご意見をいただきまして、ありがとうございました。中央公民館と

地区公民館は役割に違いがあり、スケールメリットを活かすことが重要であると

思います。ご意見を活かしていきたいと思います。この報告書では評価があるも

のとないものがありますので、今後は形式も検討していきたいと思います。

３ 平成２７年度高崎市公民館館長任命に関する意見聴取

中央公民館長：平成２７年度地区公民館長の任命につきまして、説明させていただきます。

「高崎市公民館運営審議会規則」第５条の所掌事務では、「審議会は社会教育法第

２９条第２項に定めるもののほか、館長の任命に関し、あらかじめ教育委員会の

求めに応じ、意見を述べるものとする」と規定がされております。

地区公民館長の任命の理由は「高崎市公民館長に関する要綱」で、常勤館長を

除く公民館長について、推薦の手続きや任期などを定めています。館長の任期は

１年とし、推薦の手続きは当該地区公民館の公民館運営推進委員会が選出し、高

崎市教育委員会に推薦することとなっております。

今年度末で退任予定の館長は７名で、平成２７年度は新任館長７名、再任館長

３２名の公民館長候補者を各地区の公民館運営推進委員会から推薦いただき、合

計３９名を任命するものです。なお、任期は平成２７年４月１日から平成２８年
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３月３１日までの１年です。

議決いただいた後、平成２７年３月１９日に開催されます高崎市教育委員会議

に議案として上程させていただく予定です。また、本資料は個人情報、人事資料

のため、議事終了後に回収させていただきます。

会長：  意見や質問はありますか。

倉渕地区選出委員 ：女性の館長は何名ですか。

中央公民館長：２名です。

会長： 前回、生涯学習推進員等の経験者の有無のご確認をお願いしたいと話したので

すが、いらっしゃいますか。

中央公民館長：新任の方の中にはいらっしゃいません。

平成２７年度の館長の平均勤務は２．９７年、平均年齢は６８．５１歳です。

また、「高崎市公民館長に関する要綱」を平成２６年１２月１日に改正し、推薦の

場合は７０歳未満とありましたが、諸般の事情から新任、再任を問わず、７４歳

まで任命できることになりました。

会長：  群馬地区選出委員さん、群馬町は館長さんが２名変わりますが、ご存知ですか。

群馬地区選出委員：存じ上げません。

ユネスコ協会選出委員：館長の任期が１年の館がありますが、主事の異動については、配

慮をいただきたい。

中央公民館長：人事ですので、何とも申し上げられません。館長は市の行政嘱託ですので、

１年毎の更新となっています。

会長：  同時に２人が替わることはできるだけないよう、人事の配慮をしてほしいと意

見として申し上げても良いのではないですか。ご意見はありませんか。

それではこれでお願いいたします。
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報告事項

事務局 ・平成２６年度公民館主事研修 ブロック別課題研修報告書について

閉会

事務局： 以上をもちまして、第１０回高崎市公民館運営審議会を閉会させていただきま

す。ありがとうございました。


