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平成 25・26 年度 第 5回公民館運営審議会 会議録 

開催日時  平成 26 年 3 月 10 日(金) 午後 1時 30 分～3時 30 分 

開催場所  高崎市東部公民館 

議題    １ 東部公民館の現状と課題について（見学含む）   

２ 平成２６年度高崎市地区公民館長任命に関する意見聴取  

３ 平成２５年度高崎市公民館事業実積報告・審議       

４ その他

・前回審議会の会議録・議事録について

・委員交代について

・次回審議会予定について             

公開・非公開区分  公開 

出席委員 (１８人） 

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 

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）   

白石政子委員・竹内歳雄委員 

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 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５回公民館運営審議会 議事録

1 東部公民館の現状と課題について（見学含む） 

会長： 今回は 3月の年度末になりますので、公民館長の任命の問題もござい 

ますので、大変盛りだくさんです。この東部公民館の現状と課題等見学

を含めてご案内をしていただきたいと思います。 

東部公民館長： ライフアップ推進事業ですが、資料の一番上に「わんぱくス 

イミング教室」があります。東部地区には、スイミングスクールがある

んですよ。私が就任した時に「スイミングスクールをタダで貸すから生

徒を集めて公民館主催事業としてやれないか」と言われたので、それか

ら始まった話です。私が１４年館長を務めておりますが、その間毎年恒

例のように東部小学校の児童１年生から３年生を募集してスイミング

スクールを開催しております。非常に好評で、夏休み前の土曜日にやっ

ております。ただ、土曜日となると主事が大変なのでご苦労いただいて

いるのですけど、非常に皆さんから感謝されております。これは他の公

民館にはなかなかスイミングがないという一つの特徴だと思います。 

それからキャリアデザイン支援事業ですが、これは「陶芸」があります。

他の地区公民館には陶芸窯はないですよね。先代の館長がどういう経緯

だかわかりませんけれども、陶芸窯を入れてもらったと。そういう経緯

がありまして、建て替え工事の時に相当傷んでおりましたので、無理を

お願いしまして一回り大きな陶芸窯を買っていただきました。それが非

常に好評を得まして、皆さんから感謝されております。学童クラブの児

童も巻き込んで、少しでも多くの子どもに公民館を見てもらおうと思っ

て親子体験教室をやっているわけでございます。これからもずっとそう

いう方針でいきたいと思います。ただ一番課題となっているのは、高齢

者は結構利用してくれるんですけども、子どもが部活とか塾などあるの

で、なかなか公民館に来る機会がないので、何かうまく巻き込んで公民

館に来ていただければなと思いまして、東部小学校の児童の夏休みの作

品を作品発表会に出してもらって、そうしますと本人と親、おじいちゃ

んおばあちゃん３世代巻き込んで来ていただいております。 

会長： ありがとうございます。非常に要を得た簡潔な、しかも東部の特色を 

捉まえた説明でありがとうございました。今のお話に続いて何かござい 

ますか？住民として。 

ＰＴＡ選出委員： はい。今館長さんが最後に言われた一つの課題、子どもを
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巻き込むという部分ですが、東部小は高崎市内で佐野小に次いで児童

数が多い学校になっているので、公民館が、より多くの子どもが足を

運べる居場所づくりの一つになってもらいたいなと思っております。 

会長： では、館長さんとＰＴＡ選出委員さんを含めて確認をしたいとか、こ 

    んなこと教えて欲しいということがあれば遠慮なくご質問をいただき

たい。学識経験者Ａさん、今日が最後だからぜひご発言ください。 

学識経験者Ａ： 個人的に陶芸の部屋があるのはすごく羨ましいなと思ったん

ですけど、教室の時以外でも個人で来て使うということはあるんです

か。 

東部公民館長： それはありません。時間がかかるから責任者がいて色々とす

り合わせてやっていただいているものですから、それができれば一番

いいのですが、時間がかかるものですから、そのへんをご理解をいた

だきたい。 

会長： 危機管理の問題もありますしね。 何しろ窯ですからね。他にどなたか 

どうでしょうか。 

箕郷地区選出委員： 新しい公民館で地域住民の避難場所みたいな機能は備え 

てあるんですか。 

会長： 第一次の情報を得るのに確かに地区公民館は役に立ちますけども、基 

本的には避難場所は小・中学校です。中央公民館長の方が全体を把握し 

ていると思いますが。 

中央公民館長： そうですね、各ブロックで指定場所になっている所もあるの

ですが、今おっしゃられたとおり小・中学校が基本的には避難場所に

なっているのですけども、実際のところになると、例えば台風ですと

かそういったところで小学校には行かずに公民館に避難される方もい

ます。機能的な部分、そういったものを持っているかというと公民館

は持っていないですね。 

会長： 他の公民館はなにしろ狭いですし、建物が古いのも現実ですし、なれ 

てないというのが実状かもしれません。 

箕郷地区選出委員： このパンフレットを見ると必ず小学校なり中学校が避難
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場所になっている訳ですよね。だけど意外と地域の方はそれをご存知

ないですよね。避難場所になる学校なんか指定するのだけれど、もち

ろん公民館、公的な施設もあるのですけど、避難場所を決めるという

その要件とは何なのですかね。確かに学校の方が広くて避難場所とし

てふさわしいかもしれないけれど、先ほど先生が言われたように機能

しているかどうか。せっかくこんないい施設、公民館ができているの

で、そういう機能があるのかなと思って質問させていただきました。 

市議会選出委員： 各地域に防災マップというものができていまして、ほとんど

が小中学校の体育館が避難所になっています。あるいは地域によって

はお寺とか公園も避難場所になっている場合もありますが、安否の確

認というのが一つの目的でもあるかと思うのですが。 

区長会選出委員： 各地域が自主防災組織の立ち上げで活発に動いているのだ

と思いますけど、自主防災の中でそれぞれの地域がどこを避難場所に

するかを選定する。最終的には各学校が避難場所になるわけです。そ

の前、前段で各地域毎にどこに集まろうって取り決めをして、そこを

避難場所に指定する。そこに行くためにどういうルートでどう行くか。

最終的にそこに集まった地域の人たちが大字単位で学校に行くわけで

すけども、それをどう移動させるかということを自主防災組織の中で

それぞれ考えてやっているとは思うのです。我々の地域についても河

川があって山があって土砂崩れがあったらどうするのか、河川が氾濫

したらどうするのか、両方を備えた安全な場所となるとやっぱり限ら

れておのずと選定されると思います。一時的には各地域が一番集まり

やすい安全な場所を選定する必要があるのだと思うのですね。 

箕郷地区選出委員： 要するに広い場所がある所が避難場所になっている傾向

があるんですね。大事なのは家よりも学校の方が広いけれども、かえ

って学校の方が耐震が難しくて行ったために命を落とすようなケース

もあると思うので、ただやっぱり市で指定する場合に避難場所と言う

からには必ず要件があると思うのですね。広い場所とか食料の確保と

か。そういうものがあるのかなと思って質問させてもらったのですが。 

市議会選出委員： 各場所に防災の食料の確保とか高崎市はできています。例

えば毛布とか布団など寝具とか食料品、確か一週間分の確保はできて

います。結構各地に保存してあります。 

会長： 総務部の防災安全課の方できちんと確認をして、それぞれに防災拠点
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を決めているわけですが、そのことと地域の住民にとっての居場所・

拠点である公民館とどういう風に関係を持たせていくのかというのも、

確かに私どもが受け止めて考えていかなければいけない課題ですね。

そういう意味ではこういう会に防災安全課の方々に来ていただいて少

しご説明をいただいて、自主防災組織の問題や公民館がどういう機能

が果たせるのかと、そういう意識を持とうねということは大切かと思

います。 

～東部公民館 見学～ 

会長： 見学いただいたご感想をお願いします。 

学識経験者Ｂ： 東部公民館独特の陶芸教室があるということで、ぜひ作品を

高崎市民展に出品してくださるようおすすめ願いたいと思います。高

崎市民展も高崎市民のための展覧会で、そういう場から出るというこ

とに意味があるので。染料植物園のお教室の方にも一生懸命出すよう

お勧めしておりますので、やっぱり市の公共的な物を使って、また皆

さんに成果をお見せしたりお返しをしたりして交流するということが、

公的な施設の役目だと思うので、ぜひそういうことをご理解いただき

たいと思います。 

区長会選出委員： それほど建物は大きくないのでしょうけど、コンパクトに

色んなものが備えられていますね。私のところの地域の高浜では高崎

中のゴミを燃やしているのですが、老朽化してしまって建て替えると

いう話があります。関連施設として公民館、あるいは長寿センターを

セットにしたようなものを造りたいという事で、今地元と市の方で協

議を進めていますので、参考になると思います。先ほどお話がありま

したプールについても、ゴミを燃やした熱のお湯を利用してお風呂と

か温水プールをあわせて造りたいと要望しております。そういった建

物を造るにあたって、特にこれが必要なんだという物がこのリーフレ

ットを見ると見えてきます。ありがとうございました。 

吉井地区選出委員： いい施設を見せていただいてありがとうございました。

高崎から吉井に越したのですけど、高崎に住んでいる時に公民館を何

ヶ所か利用させていただきました。その時に他のサークルと終る時間

が同じになり玄関が非常に狭かったので交流することがなかなかでき

なかったんですね。でも他のサークルの方たちと外に出てからお話し

するような機会がかなりあって、今日初めて玄関を入らせていただい
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た時に、お隣のところに談話室がありまして、こういうところがある

と終わった後とかでも皆さんがお互いの情報交換ができてすごく良い

のではないのかなと一番最初に感じました。帰りたくならないような

公民館の設計であって嬉しかったです。あと図書室も子どもの本もた

くさんありましたし、床暖房ということは子どもやお母さんにとって

も嬉しいと思うのと、小さい時にお家の人と一緒に公民館に来ること

によって、大人になって使っていく段階でもますます利用していくの

ではないかなと感じました。ありがとうございました。 

会長： 意識的に談話コーナーを作ったのはここが最初ですか。 

事務局： 北公民館、下里見公民館もそうです。 

会長： これから新築、改築の時には談話コーナーは不可欠ですね。 

群馬地区選出委員： 高齢者や障害者に優しい作りだなと思いました。まずは

エレベーターがあるというのが最新だなと聞いていましたし、エレ

ベーターがあることによって、高齢者も障害者も二階で講演会があ

ったとしても来られるのではないかなと思いました。あとトイレが

障害者用、車椅子用トイレ、多目的トイレですけれども、お母さん

がお子さまを連れてきてもおむつ交換をするところもありますし、

子どもさんを座らせるところもありますし、本当によく考えてくだ

さっているんだなと思いました。階段も段差が低いので高齢者も手

すりをつかまって、わざわざエレベーターを使わなくてもある程度

歩ける人は二階まで来られるのではないのかなと思いましたし、手

すりのワッカの下が割れているものが多いのですが、今日見ました

らちゃんと割れていませんでしたので、これも気を使ってくださっ

ているのだなといい感じがしました。これから高齢者が増えてくる

中でとても使い勝手がいい施設だなとつくづく感じました。ありが

とうございました。 

会長：  エレベーターを設置した最初の公民館は。 

事務局： 東公民館です。 

会長：  それもこれから不可欠でしょうね。ちょっと残念だと思ったのは、

手すりの前にチラシが置かれていて、手すりが使えないところが一箇

所ありました。それはちょっとお考えいただいた方が良いかと。狭い
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中で苦労工夫なさっているのだと思うのだけど。少しは辛口のことも

言っておかないと、褒めてばかりでは審議会にならないので。他にい

かがでしょうか。 

榛名地区選出委員： この部屋にまず入ってきて天井の高さを見ていいなと思

ったんですね。下里見公民館と比べて。下里見公民館はあと７０～８

０ｃｍ低いです。音響的にもこのぐらいがいいかなと。北公民館や城

址公民館くらいあれば申し分ないけれど、このくらいは最低欲しいで

すね。あともう一つ設備の問題なのですが、和室を私もよく使わせて

いただくのですが、一時間半くらい座っていると疲れるので、和室用

の椅子を各館、全員分ではなくても備えられればいいなと、その辺を

考えていただけると。 

会長： 中央館も聞いているから、再来年度の予算要望に考える要素でしょう。 

副会長： 素晴らしい公民館で私が利用している近くの公民館から見れば雲泥

の差でびっくりするだけなんですが、こんなきれいな公民館なんです

がここを維持していくために利用者に対して取り決めなど事前にされ

てましたか。使用方法と後片付けを含めて。 

東部公民館主事： 定期利用団体の代表者を集めて会議を行っていまして、そ

の際に公民館の取り決め事項を周知するのと、各部屋に掲示して、使

った後にしていただくということをやっていただく。あとは定期利用

団体が使った後は職員で各部屋を見回って設備の棄損がないかなど確

認し、掃除の部分で手抜き・ゴミが落ちているようであれば団体の代

表者に連絡して次回使うときにはその部分を徹底してやっていただく

ように注意喚起しております。また４月に定期利用団体の代表者を集

めて会議を行っていこうと思います。 

副会長： 蛇足ですが、日本人は出来上がってから色んな使い方だとかを決め

ますよね。ある程度使ってから決めたりするとなかなかそれが直って

いかないので、新しいものを作る時は事前に想定をしながら、だめな

ことをはっきりさせておかないと、新しく決めたことを守らないで使

ってしまうケースが相応にあるので、それがこれから色んなところで

考えていかなければいけないかなと思っております。 

ユネスコ協会選出委員： 東部公民館の特色の中で高崎市内で 1 館だけ陶芸窯

があるということで見させてもらって感心したのですが、この窯は東
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部公民館の窯であるから東部公民館区域の方だけ使用できるのか、枠

を越えてこの特色を活かすのか。もちろん東部公民館のであっても市

のものでしょうから、使用勝手とか範囲を広げる大変さとか課題はあ

るけれどもどんなお考えですか。 

東部公民館主事： 他の館の主催事業を東部公民館を利用してやっていただく

のは問題ないことだと思います。また東部公民館の主催事業の内容に

関して募集要項を東部地域だけではなくて、市内まで広げて募集をか

けております。 

会長： 二つの方法があるわけですね。東部公民館主催事業において市民が広

くそれに参加することと、他の公民館が主催事業としてここを借りる

という方法がある。これ、いい方法ですね。 

東部公民館主事： これは公民館の主事同士でも対応できることだと思います。 

会長： 融通利かせて、誰が責任者であるか明確であるからいいことですね。

倉渕にも陶芸窯がありますね。 

倉渕地区選出委員： 倉渕にもありますけど、型が古くてなかなか温度が上が

らない。小さい電気窯です。 

倉渕地区選出委員： でも陶芸は人気がありますね。この間、倉渕に陶芸家が

います。そこで２０人募集したら、埼玉とか東京から若い人が来ます

ね。女性と男性半々くらい。自分で作ってそれをお土産で持って帰る

というのがいいのですかね。 

会長： 食育や育児という点からいかがですか。 

家庭教育関係者Ｂ： 実習室を見させていただきました。新しい設備ですごく

いいなという風に思いました。ちょっと気になったのは調理室の換気、

排気が見当たらなかったのですが。 

東部公民館主事： 電気のスイッチのところに換気扇のスイッチがあります。 

家庭教育関係者Ｂ： 表に見えない、いい設備ということですね。ありがとう

ございます。 
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家庭教育関係者Ａ： 大体皆さんがおっしゃってくださったことなんですけど、

小学校の校区自体が広いので、校区の中での位置としては端に位置す

るんですかね。新保町の方とか新しいお家が出来て子どもたちがたく

さん増えてると思うので、その辺りからここに来るとなると、低学年

の子どもは放課後とかちょっと来づらいのかなと、設備というより位

置の問題なのですが、せっかくいい物があるのでもうちょっと近けれ

ば更にいいのになと感じました。それからパソコン講座と書かれてい

るのですが、パソコン機器などは設備としてあるのですか。 

東部公民館主事： 機器の方は中央公民館からの貸し出しです。今現在パソコ

ンのサークルも二つ入っていて、ＮＰＯの方が講師としてやっている

形なので、そちらの方が来て教えていただいております。 

家庭教育関係者Ａ： そうすると色々な貴重品が中にはあると思うのですが、

平日の夜間ですとか土日は鍵の貸し出しをして対応しているのですか。 

東部公民館主事： そうですね。職員がその時間はいませんので事前に鍵の受

け渡しを行っていただくのですけれども、使用日の５日前から受け渡

しを可能にしています。鍵の制限もありますので、名簿に書いて申請

をしていただくようにしています。 

家庭教育関係者Ａ： 戸締りの面ですとか、使用する場所も通用口とそれから

館内は使う部屋だけ鍵を開けるのですか。 

東部公民館主事： 基本的には実習室と図書室は夜間、不在時には鍵を閉めて

いるのですが、それ以外は鍵はかけておりません。玄関に向かって左

側に通用口がありますので、夜間・土日に関しましてはそちらから出

入りをしていただいております。鍵の方も通用口の鍵を使っていただ

いているというのが現状です。 

家庭教育関係者Ａ： 信頼関係で成り立っているのですね。 

会長： 東公民館からそういう形にしたのですね。 

東部公民館主事： そうですね。うちの方も東公民館を参考にしてやらさせて

いただいております。 

会長 ：数年前から始まった新築・改築で、ある意味でスタンダードが出来て
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きましたね。東公民館のような鍵の管理と使用の方法やエレベーター、

談話室、陶芸室のような、それぞれの個性に合わせて特別の部屋を作る

という、それがもう少し全体に行き渡ればいいのですが。 

市議会選出委員： 先日の委員会でも公民館の建て替えを急務にと話が出まし

て、方向としては建て替えがいくつかあるはず。間に合わないだろうと、

議会でも注文をつけさせていただいています。 

会長： 議会の発言力が一番大きいですから、ぜひ。 

ユネスコ協会選出委員： 今日こんなに素晴らしいものを見たときに、合併地

域のあるところではまだまだこれからだなと感じました。しかし、合

併地域も、最近システムを変えて、公民館長と生涯学習推進員を兼務

して、公民館活動に工夫を加える動きも出てきています。この様に、

何か研究的にやると急に本格的な公民館が建たない分でも、対応でき

ると思います。今ある公民館のような規模設備ではまだまだ貧弱だけ

ど、ただ鍵を貸すだけでなくもうちょっと工夫することが大切です。

本格的な公民館建設が遅れている地域にも公民館活動を促すための呼

び水を出してあげるのがいいのかなと思います。 

市議会選出委員： 委員会では積極的にこのままではいけないだろうという意

見は出させていただいています。ただ２年続けて新しい公民館を造る

というのは。でも来年度はどうも一つ出来そうですが。 

会長：  確かに施設の新設もさることながら、現在ある施設、公民館はない

けれども、ある施設を使って市民が使い方、ルール、必要性というも

のを実感して段々いい施設を整備していかないと、施設要望だけだと

単なるおねだりになっちゃって却下されてしまう恐れがあるので、こ

んなに我々は使ってルールも確立しているのだから施設をちゃんと整

備をして欲しいというステップをとるのが必要なのかもしれませんよ

ね。そういう機は各地域で熟してきていますし。 

公募委員Ａ： 雲泥の差で、ここで働きたいなと思いました。図書のボランテ

ィアをさせていただけたらなと思っておりました。それから外壁に陶

芸で焼いたものがありましたが、それはここで焼いたものですか。と

てもいいですね。それから談話室もすごく魅力を感じました。 

東部公民館主事： 陶芸の団体の方にお願いして作っていただきました。 
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公募委員Ｂ： 公民館の中を見させていただいて色々教えていただいてとても

勉強になりました。本当に色んな年齢層の人とか色んな目的の人とか

が集まれるいい場所なんだなと。スイミングスクールにはちょっとび

っくりしたんですけど、どこかに行ってやるというそんなのもあるん

だと、素晴らしいなと思って見せていただきました。ありがとうござ

いました。 

会長：  公民館主催者によって地域の皆さんが地域資産を活用できるという

のはとても重要なことですし、何も公民館の中だけが公民館事業では

ありません。刺激的な話でしたね、スイミングスクールの話は。全員

からご意見いただけたので、東部公民館を拝見させていただいたこと

は一応これで閉じさせていただいて、次の館長任命に関する意見聴取

に移らさせていただきます。 

２ 平成２６年度高崎市地区公民館長任命に関する意見聴取 

事務局： 議事の（２）平成２６年度高崎市地区公民館長任命に関する意見聴

取について説明させていただきます。地区公民館長任命の理由ですけ

ども、高崎市公民館長に関する要綱において常勤館長を除く公民館長

について、推薦手続きや任期を定めております。この要綱の中で任期

が一年となっておりまして、推薦の手続きについては当該地区公民館

の運営推進委員会が館長候補者を選出し、高崎市教育委員会に推薦す

るという形になっております。今回３９人の方が対象となっておりま

して、新任館長として推薦された方が６人、再任の方が３３人となっ

ております。任期につきましては一年ということで、平成２６年４月

１日から平成２７年３月３１日までの一年間という形になっておりま

す。統計資料を見ていただけたらお分かりいただけますけども、平均

勤務というのが大体２.８２年。平均年齢が６８．０８歳ということで

す。新規に館長になられる方は７０歳未満というのが原則になってお

りまして、４月１日に７４歳に到達する時点で退任という形になって

おります。前年度は二人ということになっておりましたけども、この

表にありますようにかなりジグザグはしておりますけども、ほぼ６０

歳後半の経験を踏まれた方がなられているという形になっております。

それと女性の館長の任用ということなんですが、毎回公民館運営審議

会の方でも意見をとられているのですけども、なかなか意見を反映で

きていないのが現実問題でございまして、今回もまたお一人、中居公
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民館の土屋館長が推薦を受けた形になっております。全体的に見ます

と、３９人中３８人の方が男性という事で女性はお一人という形で、

なかなかその辺は男女共同参画化と言われてだいぶ日が経っておりま

すけど、そういった部分では反映されていない。ただこれは各公民館

の運営推進委員会の委員さんの中の賛同を得たうえで決まるという事

なので、それに関してはこちらとしても口を挟めない形になっており

ます。 

今後の予定ですけれども、今回平成２６年度地区公民館長任命に関す 

る委員の方々のご意見をいただいたうえで、平成２６年３月１９に開

催されます教育委員会の議案という形で、これからご審議いただきま

すご意見を踏まえたうえで教育委員会に上程させていただきます。そ

れで平成２６年４月１日をもって館長に対して教育長から任命を受け

るという形になっておりますので、よろしくお願いいたします。 

会長：  ありがとうございました。この内容についてご意見を賜りたいと思

います。まず質問事項はございますか。 

ＰＴＡ連合会選出委員： 年齢的な制限はありますけど、特殊な事情の中でや

むをえずということは、今後もあり得ますか。 

中央公民館長： ないに越したことはないですけど、それは要綱で定められて

いるとおり、遵守してもらうというという考えでおります。 

会長：  その他いかがですか。 

ユネスコ協会選出委員： 個々の方々の推薦に値するというのは各地区館の運

営推進委員会で選ばれていると思うのですが、ずっと以前に耳にして

いた区長さんが兼務っていう形からすると、区長さんが悪いという意

味ではなくて、今回区長は２人だけということで非常に色んな職業の

人に広がってきて、さっきも言ったとおり女性も入られたという事や

年齢も少し若返ったという事で、全体像から見るといいのかなと感じ

ました。 

会長：  貴重なご意見ありがとうございます。その他、全体を見ていかがで

すか。 

副会長： ここで見させていただいて良いの悪いのは、個々にはできないと思

いますね。なぜかというと、各公民館の推進委員会のほうで充分に検
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討して推薦をされてきた人ですよね。それを例えばここの所でこの人

はだめだよと言ったら、そこの公民館でやってることはなんだという

ことになってしまいます。だから我々が信任するしないというのは非

常に難しい。本来そういうのでいいのかなと。 

会長：  信任というより意見ですよね。例えば各地区できちんと推薦を運営

推進委員会を通してやってきて出されたということはこれは結構です

と、区長の兼務も減ったということも良いことですと、年齢的にも良

いですと。ただ女性はやはり相変わらず少ないですねとそういう話は

出てきますね。 

副会長： 定年が７４歳ですね。色々社会状況を見ていますと雇用の方も６５

歳までとなっておりますし、平均寿命も長くなってきていることなど

色々考えてみますと、意外に６０歳代の人っていうのは、役員だとか

色んなことをやっていただく時に、なかなか探しにくい状況なんです

よ。ということを考えると７４歳で本当にいいのかなと。 

中央公民館長： 総務教育常任委員会の中でその話も出ました。今、新任館長

は７０歳未満で上限が７４歳ということになっていますので、地域の

実状とか見ながら考えていきたいと思いますと言ったのですけども、

市長の考えで差支えがないのであれば考えるように言われました。そ

れについてはどういう風に考えるかは別として、年齢はいくつがいい

かというのは議論の的になるか良いか悪いかは。じゃあどこがいいか

はわからないのですけど、それは見直しをしていこうという風になっ

ています。 

会長：  年齢制限はもともと館長会自身の中で皆さん方が線を引いてこられ

たんです。審議会としてはあまり長くなさるのはいかがなものかだと

か、区長との兼務者があまりにも多いのはいかがなものだとか、とい

うことは申し上げたのですけども、それを年齢制限をしろと受け止め

てしまったんですね、館長会が。それであんなに見事な要綱を作って

しまわれたので。館長会にそういう風に投げていただいて、館長会か

らの要望という形の方がいいですよね。年齢制限については。だんだ

ん長寿化してきていますしね。 

他にいかがですか。 

区長会選出委員： 役員の任期満了は７４歳ですが年度末までですか。 
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会長：  そうですね。４月１日に７５歳になってしまうとまずいです。とい

う風に決めていただきました。私の方から一つ意見がありまして、今

回、生涯学習推進員を経てから館長に地域の人に選ばれてきた方が何

名かいらっしゃいましたか。とてもいいことだと思います。 

事務局： 今回事前に調べさせていただきました。現館長３９人のうち、生涯

学習推進員の経験がある方が５人いらっしゃいます。今回、６人の方

が先ほど申し上げましたとおり公民館運営推進委員からの推薦を受け

まして館長候補者という形になっております。６人のうち３人の方が

生涯学習推進員の経験を踏まれているという形です。他の３３人のう

ち生涯学習委員の方は二人だけということですから、今回パーセンテ

ージとすれば半分、５０パーセントの方が生涯学習推進員の方を推薦

されているということになるので、社会教育という経験を踏まれてい

る点から考えると、これからの地区公民館の館長には適任者の方が推

薦を受けているのではないかと思います。 

会長：  ようやく生涯学習推進員さんが地域の中で認知をされて、その中か

ら評価をされて運営推進委員会の中で次の館長をお願いするよという

風になってきたと、とてもいいことだと思っています。ただ推進委員

さんは何をやるんだって、いつも大変な問題になるので、非常に明確

になってきたかなという風に思っています。 

基本的にはこれでよろしいですか。いくつか前向きなご意見はござい 

ましたけど、館長についてはこの通りで教育委員会に諮ってください

ということで審議会としてはまとめさせていただきます。 

３ 平成２５年度高崎市公民館事業実績報告・審議 

会長：  平成２５年度高崎市公民館事業実績報告とそれに関する審議に移り

たいと思います。 

事務局： ポイントを絞ってお話をしたいと思います。資料の目次をめくりま

すと公民館の構想図があります。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本柱を掲げています。これに基づいて中央

公民館、地区公民館４４館の公民館が事業を実施しました。中央公民

館で特に目立ったものをいくつか説明させていただきます。子育て支

援家庭教育充実ということで今年度は「子育て支援フォーラム」を行

いました。これまで子育て講座を行っていたのですが、形を変えて中
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央公民館として地区公民館で行っている講座とはまた違う形で行いま

した。内容的にはシンポジウムとグループディスカッションを行いま

した。グループディスカッションでは、社会教育課の方で進めていま

す家庭教育推進協議会の委員さんたちにそれぞれのグループに入って

いただいて、進行をしていただきました。また、子育て支援センター

や子育て支援サークルのパネルを展示し、皆さんが集まって子育ての

悩みとか不安を話し合って解決していこうということで行ったもので

す。それから「孫育て講座」をここ何年か行っているのですが、今年

度は小屋先生にお世話になりまして、お孫さんが０歳～１１歳までと

幅広かったのですが、そういう人たちが中心となって参加していただ

きました。 

少年少女体験活動支援ですが、「元気キッズ・アドベンチャー」を行い

ました。昨年度のなやみごと相談事業の中で「子どものピア・サポー

ター講座」を行っていました。いじめ問題が学校等で取り上げられて、

高崎市内でもピア・サポーターを学校でやっていこうと、広まってき

ましたので、また１４年間続けてきたということもありましたので、

中央公民館としては形を変えて「元気キッズ・アドベンチャー」とい

うことで遊びながらコミュニケーションを図れるような、ゲームとか

レクリエーションとか体を使いながら子ども同士がお互いに自分をあ

るいは相手を尊重するといったプロジェクトアドベンチャーという手

法を用いて行いました。 

社会課題を考える事業では、昨年も今年も防災に関わるものを行いま 

した。今年度は特にＨＵＧといわれる避難所運営ゲームの実習だけで

なくて、防災安全課と連携しまして高崎市の防災についての話、ある

いは高崎市で自主防災組織を先進的に立ち上げて活動されている和田

多中町、石原町西部第１といった地域の先進事例の発表なども盛り込

んで行いました。高崎市内の主だった方たち区長さんや民生、あるい

は女性防火関係の方等も参加いただいて行いました。 

それから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：高崎再発見」を９月から１０月に行いました。１１月に高崎

学検定が行われるということもありまして、それにも関連して行いま

した。熊倉会長にもお世話になりました。 

地域づくり支援・ボランティア養成ですが、活動ボランティア養成の 

ところで今年度「あなたを生かすシニア講座」を行いました。昨年高

崎市公民館研究集会でだがしや楽校について松田先生に講演をしてい

ただいたのですが、だがしや楽校という考えを用いて、杉並区で「杉

並大人塾」という講座を行っていて、その実践や考え方等を話してい

ただいたり、ワークショップを行って実際に自分がやりたいことをど
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んな風に地域に戻ってつなげていくかというところを、伊藤先生とゼ

ミの学生さんにもお手伝いいただいて行いました。中央公民館の事業

については以上です。 

続いて地区公民館の事業についてですが、３点だけ話をさせていただ 

きます。公民館主事のブロック別課題研修報告でも取り上げましたが、

第１ブロックが防災ということで取り組みました。資料２４、２５ペ

ージに防災や防犯に重点をおいた事業ということで、北公民館の飯塚

町第１･２町内会の防災マップを作ったり、ＨＵＧを行ったりというこ

とをしました。高崎市の広報にも載っていたのですが、北公民館のこ

とは一切書いてありませんでしたが、実は北公民館がコーディネート

をして出前講座として行ったものです。城址公民館でもやはり防災マ

ップ、ＨＵＧを行いました。また、公民館人権教育推進講座として、

被災地のボランティア経験者の話を聞きました。地域の防災に関わる

人たちが被災地に出かけるということもあって、この講座を組みまし

た。二つ目が第３ブロックが伝統文化の継承で獅子舞交流会を行いま

した。中川公民館の「大八木町獅子舞・獅子笛体験教室」、そして公民

館第３ブロック「獅子舞交流会」を２月２３日に長野、箕郷の獅子舞

も出ましてお互いに演じる。演じて終るということではなくて車座会

議ということで、なかなか他の地域の獅子舞を見る機会がなかったり、

あるいは獅子舞の伝統芸能の継承の課題などを話し合うことがなかっ

たので、とても良い時間を持つことができたという話でした。 

最後に資料３７ページに鼻高公民館のことが書かれています。“公民館

だよりがただ単なる公民館事業の募集記事だけでなく、地域のコミュ

ニティ紙として発刊している。「わがまち鼻高」という記事を掲載し、

歴史・文化・史跡・民俗等掲載し、郷土愛の醸成を図っている。”とい

うことです。地域に特化した話題を紹介したところ、地域住民の中か

ら自然発生的に地域座談会をやろうという声が上がり、「わがまち鼻高 

地域座談会」を行ったということです。区長会や各種団体と連携し、

オール鼻高で参画型の地域づくりをやろうという機運が盛り上がった

ということもありまして、鼻高公民館が文部科学大臣賞を受賞しまし

た。群馬県内では館林の多々良公民館と鼻高公民館が文部科学大臣賞

を受賞しました。以上になります。 

会長：  ありがとうございました。皆さん目をお通しになって色んなご意見、

ご感想をお持ちになると思いますので、忌憚なくご発言をいただきた

いと思います。 

新町地区選出委員： 先ほども話しが出ているのですが、横の連携というもの



17 

が今まで公民館活動だとか、あるいは生涯学習等、公運審の関係だと

か、私地元が新町ではそういった話が出なかったんですけど、やっぱ

り中身を考えると生涯学習も公運審なんかもみんなつながっています。

小中高だってみんなそうなので、そういった連携を作ることが横のつ

ながりや人のつながりっていうのが大事なんではないかなと、ずっと

実績等見させていただいてそんなことを感じました。私も実は公運審

に出てきている時は地元のそういった関係の活動をつぶさに見ていな

かったり関係していなかったわけですけど、公運推の活動がどういう

ものがされているかっていうこと等も、自分自身が知らなければいけ

ないということを感じて、ぜひそれに混ぜてくれという風なことで、

公運推の委員にもなりました。同じように生涯学習推進員ですか、そ

ういう人との関係の中で、公民館の活動ではどうの、生涯学習ではど

うのという横の連携をつなげていこうじゃないかという話ができたり、

今具体的な活動をしているわけなんですけど。それ等も地域の仕事、

地域の住民であり、そして生涯学習をやっているという方は地域もわ

かるし生涯学習、あるいは公民館活動というのはわかりますから、す

ぐ横の連携ができています。それから色々なクラブの活動をしている

人がいますから、その代表の方とか、あるいは話ができる人に情報を

流したりもらったりということをしながら、行事を組む時もそういう

人と意図的に話をして混ぜていって物事を進めていくということを、

たくさんした方がいいのではないか。自分たちだけで固まっているん

ではなくて、お手伝いをしてもらったり、広げてもらったり、横の連

携がとても大事だということを強く感じています。それから活動の内

容が現代的な課題に向かって取り組んでいるという事がわかりますか

ら、今度はそれを横につなげていって参加する人を多くしていくとい

うような事を心掛けていけばどうなんだろうなということを感じまし

た。 

学識経験者Ｂ： 今のお話を受けてというのもあるのですけど、私、北公民館

で「スマホ体験教室」と「包丁研ぎ講座」に行ったんですね。満員な

ので追加募集しますということで、スマホは他の業者の方が来て、ス

マホだったらどういう利点があってどういうメリットがあるって、結

果的には無理に替えなくても基本料金も高くなりますよということで、

それを勧めるということではなくて公正に紹介してくれたので公民館

活動的だなと思ったんですね。業者がやる講座じゃなかった。そうい

うこともあって生活の中の実務という部分で応募する人がいるってこ

とで、公民館に初めて来たっていう人も随分いたんですよ。北公民館

はきれいになっているんで。そういう意味で今のお話を続けると、あ
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るべき姿ばかりではなくて裾野を広げるという意味で実務の講座とい

うのは一回限りの利用でもいいのですけど、公民館に足を運ぶという

入口には、チラシが回覧板で回ってきたのですけど、それを見て来た

方が多かったんですね。面白いなと思いました。 

会長：  先生は行った結果、スマホはどうされたのですか。 

学識経験者Ｂ： まだ買わないです。買わなくてもいいというのが最後の結論

で、半分若い人で半分が６０歳過ぎの人で、若い人は買いたくて来て

いる、６０歳過ぎの人はメリット、デメリットを聞いて歳の人は無理

に買わなくてもいいかなという結論で帰ってきました。でも資料があ

るのでいざ買うときに、若い者に聞いてどうこう、お店に行ってどう

こうっていう前にその現実をよくわきまえた上で行けばいいから、と

てもいい社会教育になったとは思います。 

会長：  本当に現代社会における公民館らしい事業ですね。他の地区館もぜ

ひ参考に。 

中央公民館長： 私どものところに電話がありまして、他の地区館でスマホの

講座を受けた高齢の方から、非常に良かった、公民館としてもこれか

ら推奨してくれというようなご提案をいただきました。なので私の方

から館長会議や主事会議でそういった要望をいただきましたのでと紹

介をさせていただきました。 

吉井地区選出委員： 昨日、吉井地域では「碑（いしぶみ）の里めぐり」とい

うのがありました。３０人くらいの方が吉井に来ていただいたのです

が、昨日は馬庭念流を見学させてもらって周辺の史跡を説明してもら

いました。吉井地域の人よりも吉井以外の方がたくさん来てくださっ

たのはとてもありがたかったことです。実際に吉井に住んでいる人た

ちも知らないことがすごく多いですね。私たち自身が勉強しなければ

いけないですね。学校でも火打金ですと小学校が資料館に行って勉強

すると、私たちがそこに説明をいただいて感動すること以上に、子ど

もたちはすごく感動するってことがありました。小学校２年生の孫が

いるんですけども、孫が帰ってきた時に本当に目を輝かせて火打金っ

て昔あってねって話をしたんですね。地域の文化っていうものを公民

館なり地域の資料館に出向いて小さい時に学ぶということが大事かな

と。大人が子どもに伝えるってことが今は大事なのかなって、昨日の

「碑の里めぐり」と公民館で行われている行事を見せてもらって感じ
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ました。ぜひそんな感じで、吉井を知ってから高崎の色んなところで

交流ができていければ嬉しいなと感じました。 

ユネスコ協会選出委員： 吉井の繋がりで話しますと、馬庭念流というのは地

元にあるからわかるのですが、こういう地域素材は、何かの形でそれ

なりの人が取り上げて、地域の文化財として、もう一回取り上げない

と価値が案外わからないんですね。あるからって素通りしてしまうの

で。もうちょっと掘り下げてみてちょっと誇れるような感じになると

か、子どもたちまで伝えてみようという動きになることが大切です。

あなたが「碑の里めぐり」で馬庭念流道場を訪れたってことで非常に

ありがたく、刺激を受けました。 

会長：  同じようなことが各地域にもありますし、各公民館にもありますが、

箕郷地区選出委員さんいかがですか。 

箕郷地区選出委員： 資料を読ませてもらって、２月７日に公民館にお勤めの

方々の研究発表を聞く機会があって、それぞれの公民館の主事さんた

ちは人数が少ない中でこんなにたくさんやっているっていうのはすご

いなというのをまず思いました。また予算の面でも大丈夫かなと心配

もしました。一番気になったのは構想図なんですね。地域の特色を活

かした事業の企画と展開を通してということで、各公民館が努力をさ

れているんですね。それでたくさんやっているんだけれども、各公民

館の基本方針とか重点というのがどうなっているのかなというのが、

ちょっと見えなかったんですね。というのは、中央館もそうですけど

もページで言うと９番から１７番っていうのが同じ事業を視点を変え

て書いてあるんですね。ですから色んな視点からやられているのはわ

かるんですけど、読む方からするとまた出てるなとなってしまうので、

ちょっと残念だと。各公民館の方で地域も違うのだから今年はこれを

やるぞというのがあると思うんですが。また各ブロック毎にやること

もあると思うのですが。そういうところでまとめていただけるとより

わかりいいかなと。それから最後になるんですけど、２２番の今後の

地区公民館に対する思いっていうのがあるんですけど、興味を持って

読ませてもらったんですけど、大方のところではこういう政策をやっ

たけどもまだこういう点が足りなかったというような思いがあるんで

すけども、ある館によると地域の特色を活かした事業をやるんだと言

いながら、なるべく寄ってもらえる様にしてもらいたいとか、何か本

当に思いだけを書いてあるので一生懸命やっているのにちょっと残念

だなと思います。おそらく色んな手立てを講じてやられると思うので、
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そこの辺を書いていただけると読む方は、あぁ今度はこんな手立てを

講じてくれるのだなとか、こういうことに目を向けて来年はやってい

くのかなとか、そういう風なことを読み取れると思うんですね。だか

ら普段一生懸命やられているんで、おそらく手立てを講じてやられて

いると思うんで、ぜひそこら辺も表せていただけるとありがたいなと、

そんな風に思います。人数の少ないところでたくさんの事業をやられ

ているので、大変だなと思っております。 

会長：  今までの実績報告書と少しスタイルが今年変わってきています。今

までは中央館は中央館、地区館は地区館だったんですけれど、今回は

一体で、かつ、学習機会の提供の部分を重点に整理をして、連携とか

事業がどうであるかを一つの柱として別書きにしているので、主事さ

んたちも書き方に戸惑いながら重複も今回あったのだと思います。だ

んだんこれが絞られてきていって、うちの特色はこうだよと、自分の

ところはこんなことを頑張っている、こんなことで悩んでいる、今後

こうしていきたいという地域の方も含めてまとまっていくと本当にい

い報告書になるんだと思います。箕郷地区選出委員さんのおっしゃる

通りだと思います。一方前半で言っていただいたように、たった一人

の主事、地域から選ばれてくるたった一人の館長さん、推進員さんが

協力してもとても厳しい状況の中でやっておりますので、大変な成果

だと思います。 

群馬地区選出委員： 上郊公民館にはパソコンの講座で年賀状を作ろうという

のを２年続けてやったと思うのですが、公民館にはパソコンがありま

せんので、ソシアスにあります教育センターのパソコンを借りて、上

郊公民館主催でパソコン講座を開いたというようなことで、かなり広

範囲な年齢の方がたくさん受けたのですが、設備があるところで公民

館の事業ができる良さについて話したことを思い出しました。それか

ら公民館の人たちに研究発表を聞かせていただいて、本当に良く頑張

っているなと思いました。どこの公民館もお一人で実によくやってい

るなといつも見ていました。でもこの報告書の中で、簡単に書いてい

るじゃないっていうのもあって、やってるんだからやってるなりに書

けばいいじゃない、何で書かないのよと言ったんですけど、中々まと

まらなくてと言っていましたけども、やってることはやっぱりやって

るってことを一つ一つ丁寧に書いていった方が皆にもわかってもらえ

るし、自分もまたやってきた誇りにもなるんだからと、来年はもっと

いっぱい書きなさいと伝えました。改めて公民館を訪れての感想と、

それからこの運営審議会の委員にならせていただいて、公民館の職員
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の人のありがたさっていうのを感じました。 

会長：  声が主事の気持ちを奮い立たせますので、ぜひ皆さんも各地区でプ

ッシュしてください。やっていないときは手厳しく言ってやってくだ

さい。榛名地区選出委員さんいかがですか。 

榛名地区選出委員： 報告書のあり方ですが、先ほど言われたとおり報告だけ

で終らず、これから役立つ報告書だな、主事さんや館長さんがこれか

ら役立つ報告書だなと感じました。ありがとうございました。 

倉渕地区選出委員： うちの方は主事がしっかりしてましていろいろ仕掛ける

んですね。最近私も色々行ってみて、サークルの中でだんだん指導者

が来なくてもやろうという、最近そういう機運が出てきたから、そこ

が公民館館長なり主事の引っぱっていくそういう力もだんだん生徒の

皆さんに植え付けているのかなという感じがしましたね。年一回「く

らぶちやまなみ祭」というのが文化協会主催であるんですけども、そ

こでも、例えば切り絵では、上毛カルタのテーマを自分たちで決め、

上毛カルタの切り絵をサークルの皆さんが作って飾るんですよ。次は

何か、じゃあ次は小栗候の紙芝居をやろうとか、四季折々の倉渕にあ

った花だとかそういうものを考えてやっているんですよ。また最近感

じたのは、地域振興課でタブレットの講習がありますと。何で公民館

でしないのかなと。地域振興課に民間の会社の方が２０人集まれば講

習やりますというのが来たみたいです。私も行きましたけど、応募は

相当あったみたいです。そういうのを公民館と行政が一つの建物に私

どもいるじゃないですか。こっちの事業ができなければ行政もどうで

すか、とそういう風に歯車があってきたのかなという感じですよね。

それから、道の駅が４月末にオープンしますので２階が約２００名く

らいの多目的ホールで１階が道の駅の複合施設になります。ただ管理

委託が一つの会社組織の指定管理で行いますので、これから協議とい

うかトラブらないようにしていくのが、これからの課題かとそんな感

じがします。 

会長：  今回の報告書の中でも、連携ということを細かく書いてくれたので、

関係した機関とか関係団体とか地域活動協議会とかと出ていますので、

うちの地域もこれはできるということが見えてくると思うので、今回

とてもいい整理だと思いますから。それからおっしゃるとおり、講座

からサークルに自主的に進んでいったことは公民館のあるべき姿です。

いい報告がありました。清水さんいかがですか。 
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区長会選出委員： 旧榛名町で高崎市に合併して７年ですね、公民館らしい公

民館、旧榛名町時代の公民館が榛名公民館ですね。昨年下里見公民館

が建ちあがりました。あと久留馬地区、室田地区の住民が公民館を作

っていただく予定になっているようですけれど、実は止まっていまし

て。現状で言うと、その他の地区は旧榛名町時代の小さな公民館、い

わゆる集会所を各区ごとにその集会所を持っていまして、それを公民

館と称してその中で色々活動しているのが実体です。その公民館の活

動の中に何があるのかというと、昔からやられている獅子舞であった

りお囃子、山車囃子であったり、上毛カルタであったり伝統を守るも

の、子どもたちの教育というのが中心となってやっています。あとは

生涯学習、それから子育連、そういった人たちが中心となって使って

います。それぞれが単発で色んなことをやっているので、参加者が偏

り活況にならない。三年ほど前から各区ごとの催しを旧榛名町時代の

大字という大きな組織があるんですけども、そちらに全部移行してそ

の組織で全部立ち上げなおそうということで、例えば下室田では、13

人いる区長が大字の組織をもう一度活性化させて、その中で各種団体

の長を集めて大字組織を作り上げて、それで大字組織で色んなことを

やっていくということに改めました。そうしましたらお陰様で相当の

行事が消化できるようになってきました。子どもたちからお年寄りま

でを含めて、色んなものが立ち上がってきています。問題なのは色ん

なことをやるのにお金はどうするのか、小単位の町内公民館には市か

ら補助が来ていますけど、それは維持費で大体終ってしまいますので、

大字で各家庭から集めたものを集約して、そこで予算が出来上がりま

すので、その予算から配分して事業ごとに振り分けて使うという風な

ことでやっています。近い将来、室田地区に公民館を作るという話が、

合併の条件でそんな話がありますから。ただ本当にそれが必要なのか

というのが一つはあります。たぶん来年度久留馬地区に公民館ができ

るのではないかと思っております。そうすると数年先に室田地区にな

ってくるかと思うのですが、新築は困難だから、今の支所の上を公民

館として活用したらどうだという意見が出ています。新たに建物なん

かいらないよと。いずれにしても小さな 70～80 世帯の区ではおのずと

限界があってできないということで、室田全体では 1100 世帯くらいに

なりますので、世帯を集めて物事をやっているということです。各公

民館で色んなことをやられて参考にさせていただきたいと思いますけ

ども、いずれにしても設備からはじまって、婦人たちが使うのでお勝

手は充分あるんですが、他は畳があるだけであと何もありません。 
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会長：  できるだけ各地区の話を聞いてきたので、全員から２回目のお話を

聞けなかったのですけども、今回の実績報告書は次回からもベースに

使いたいと思っております。今年度は諮問がちょっと遅れておりまし

て、来期になった７月に初めて諮問が出てきますので、それまでに我々

自身がそれぞれの地域でどういう事業が行われてそれぞれの館や主事

さんはどんな風に受け止めているのかということをまず勉強しておき、

そのうえで諮問が来た場合に速やかに答申ができるような形にしたい

と思います。今日ご発言がなかった方も含めて次回まで温めておいて、

また自分自身のそれぞれの館でお聞きになりたいことがあったら聞い

ていただいて情報を増やしておいていただきたいと思います。 

４ その他 

事務局・前回審議会の会議録・議事録について

・委員交代について

・次回審議会予定について             

閉会 

副会長： 本日は新しくできました東部公民館にお邪魔させていただきまして、

こんなきれいな場所で運営審議会がやれたってことは非常に嬉しいこと

です。また今日盛りだくさんの中で先ほど会長が話されましたとおり、

公民館の事業報告書を皆さんに目を通していただいて次回からの会議に

役立てていただくように、よろしくお願いしたいと思います。どうも本

日はご苦労さまでした。 


