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平成２５・２６年度 第６回公民館運営審議会 会議録 

 

開催日時  平成２６年７月１５日（火）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１集会室 

 

議題    平成２５・２６年度答申作成にむけて 

 

公開・非公開区分  公開 

 

出席委員（１８人） 

今井敏彦委員 ・広瀬雅美委員 ・樋口克己委員 ・荻原馨委員  

綾部園子委員  ・熊倉浩靖委員 ・吉原美那子委員・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（２人） 

   竹内歳雄委員 ・小屋美香委員 

 

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 

   飯野眞幸教育長・中村仁寿社会教育課長・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・信澤進次長 

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  ０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６回公民館運営審議会 議事録 

 

諮問 

公民館連絡協議会長：平成２５・２６年度高崎市公民館運営審議会への諮問について、社

会教育法第２９条２項の規定に基づき、下記の事項について理由を添えて諮問

します。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。既に平成１６年度から４つの事業を柱にしているわけですが、 

１０年経つという中で、見直しをしなければならないと思いますので、十分審

議していただき、ご答申していただきたい。なお、公民館主事のブロック長が

各地区の様子を把握していると思いますので、質問があるときにはブロック長

にもお願いします。 

 

議事 

 平成２５・２６年度答申作成にむけて 

 

会長：  公民館連絡協議会長から諮問を頂戴いたしました。テーマは「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」とありますが、

理由の中で柱が２つあり、１つは平成１６年度から１０年近くに渡って「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」という柱で、中央公民館を含めて 

４４公民館が事業を実施してきました。それは大変な成果を上げてきたのは事実

です。諮問文の「しかし、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状況で

す。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

への参画も限られています。」が重要です。１０年間やって成果は出ているが、現

在進行している生涯学習推進計画を見た時には、まだまだ不十分なのではないか

というのが館長さん方のご意見です。地域で活動してらっしゃる皆さんもどこか

でもう一歩前へというお気持ちもあるかと思います。その部分を今回どのように

していったら、公民館活動がさらに一歩進めることができるのだろうかというこ

とを答申にまとめさせていただくことが課題だと思います。どういう企画を進め

たらいいか、あるいは企画立案への住民の参加を進めるためにはどういうことが

考えられるかということを話し合っていかなければなりません。それは単に講座

や企画の内容だけではなくて、公民館の数の足りなさ、あるいは狭さ、２階しか

ホールがないために多くの高齢の方々が公民館を思うように使えていない状況、

施設や整備の問題も含めて私たちは意見を挙げていかなければいけないだろうと
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思っております。 

今回は極めて鮮明な諮問で、我々もその通りだと答えてしまえばよいのですが、

そのためには利用している市民の側からこうしたらよいのではないか、具体的な

答申を上げることが答申だと思っております。 

今回は諮問文と基礎資料が初めから用意されている比較的議論のしやすい審議

会ではないかと思っております。それぞれいろいろな立場からご意見があろうか

と思いますので、皆さんから一言ずつ今回の答申に向けての気持ちや問題提起な

どをしていただければと思っております。 

 

新町地区選出委員：新町地域では、今まではカルチャー的な面がなくはなかった。学校と

の連携が、ここにきて充実してきている。子どもたちと公民館との連携、例えば

夏休みには、かなり組まれていて、子どもも喜んで来てくれている。商工会議所

の七夕祭りには学校と公民館が一緒になって行事を組んでくれているという姿が

出てきていて、よい傾向であると思っています。 

新町第二小学校区にはまだ公民館はありません。それに代わるものとして、最

近になり、コミュニティセンターが活用されてきています。そういう状況の中で、

推進委員会で、施設面で１校区１公民館という考えで、取り組んでいく動きが出

てきました。新町地域は国道１７号と高崎線が通っており、第二小の子どもは保

護者同伴でないと第一小校区に来られないという実態があります。図書館もあま

り活用ができていません。この地区に公民館を造ることを考えて、第二小校区の

９区、１０区の区長さんを中心とし、各団体の代表の方に集まってもらって、設

置推進委員会を作り、話を進めています。それと同時に広場を活用できないか、

現在第一小校区にある新町公民館の事業を試験的に、第二小校区のコミュニティ

センターで実施することを進めています。第二小校区は歴史が浅い地域で、地域

づくりが難しく、会合を進めていくのも大変なところがありますが、実現するよ

うに頑張っているところです。 

 

榛名地区選出委員：先日、榛名公民館と下里見公民館の２館の運営推進委員会に参加させ

ていただいて、今年度の事業の話を聞かせていただきました。その中で感じたこ

とは、地域づくりや地域との連携ということは言葉ではうたってあるのですが、

事業の中で具体的に出ていない気がしました。ここに資料として出されているも

のを参考にしながら、答申が出せればよいと思いました。 

 

会長：  今回、こうやったらよいという具体例をご自身が活動されていることなども含

めて、ご意見をいただきたいと思います。 
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倉渕地区選出委員：道の駅は４月２６日にオープンしました。建物そのものは複合型で、

１階は道の駅と展示、２階は道の駅と多目的ホールです。多目的ホールは指定管

理者（くらぶち本舗）が管理しています。公民館は支所内にあり、１階が事務所、

３階が会議室となっています。当初、私は公民館が多目的ホールを使えると思っ

ていたのですが、そうではありませんでした。しかし、使用には支障はなく、指

定管理者に申請すれば、今まで通り、ダンスの会などは無料で利用はできます。

ただし、駐車場が狭いなど、いろいろ問題はあります。利用者の皆さんも会議す

るのは公民館、グループで活動するのは道の駅ということで徐々に慣れてくると

思います。 

 

会長：  倉渕は地域課題、道祖神をはじめ、蛍など、公民館が核となって活動してきた

歴史をお持ちですが、今度の新しい体制ではどうですか。 

 

倉渕地区選出委員：まだ、新しい体制には慣れていません。今までは旧役場出身の職員が

主事で、地域のことも分かっていましたが、主事が代わったので、いろいろとこ

れからあるでしょうが、一生懸命やってくれると思います。 

 

箕郷地区選出委員：昨年１年間公民館活動を見させていただいて、各館とも工夫をし、地    

域の特徴を活かしてやっていたと思います。しかし、各館のまとめを見ると公民

館に来る人は少なく、もっと幅広く来てほしいというギャップを感じました。先

ほどの諮問のテーマである「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、答申を考える立場からすると、どの程度まで考

えていらっしゃるのかと思いました。「心豊かな活力ある人づくり」を公民館連絡

協議会ではこのようになってほしいとか、具体性があった方が、我々も諮問され

たときに、アイデアが出てくると思います。テーマが広すぎ、限定性がないので、

「こういう姿」とある程度ゴールが見える姿で提示、お考えを聞かせていただけ

ると考え易いと思います。機会があったら、目指すところをお聞きできればあり

がたいと思います。 

 

会長：  中央公民館長は全体を見ているので、各館長さんなり、市としてはこの「心豊

かな活力ある」というのには、こんなイメージというものがあれば是非お願いし

ます。 

 

中央公民館長：公民館連絡協議会で、１年間かけて、十分な意見交換をさせていただいて

おります。それぞれの館長の考えもたくさんございますが、公民館のそもそもの

原点は地域をどう作っていくか、民主主義と自由をどう作っていくかというとこ
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ろです。あくまで公民館事業は地域づくりの１つの手段であると思います。事業

を通して、地域をどのように作っていくかということです。 

 

社会教育課長：人づくり、地域づくりということですので、例えば、最近よく話題になる

団塊の世代、退職して６５歳を迎え、これから地域デビューして活動していくと

いう方たちをいかに地域で取り込んでいくか、いかに魅力ある講座を用意できる

かということが必要であると思います。そういう方たちが盛んに地域に出てきて

活動していくことが、地域づくり、人づくりにつながっていくと考えています。

言葉で言うのは簡単ですが、そこはなかなか難しいところです。各種会議でも話

をしているのですが、そこが一番の論点という気がしております。 

 

会長：  人づくり、地域づくりの拠点として公民館にもっと人が集まり、地域の皆さん

で解決した方がよいとか、地域の特色だからこれをもっと発信しようとか、皆さ

んが寄って来られるような公民館、原点をもう一度しっかりしましょうと。その

時に人が集まらない状況をどう克服したらよいか、講座の内容についてはどんな

ことを工夫したらよいかなど、いろいろな意見をいただきたいと思います。 

 

事務局（ブロック長）：市役所は、予算をかけないで最大の効果を発揮することを行ってお

り、公民館の場合、年間予算で、公民館ごとに特色ある公民館事業をやっており

ます。合併時における公民館利用人数は、１００万人を突破していましたが、現

在、９０万人を切るという状態です。社会教育課長がお話ししていましたが、団

塊の世代の方々を取り込んで魅力ある講座の開講ということは、言われて久しい

時間が経っていますが、現実的にはどういう結果が出てきているかはなかなか難

しいものがあります。 

特色ある公民館の事業として、公民館ごとに４３通りのやり方をやればよいの

かなと思っています。審議会で、大筋をつけていただき、各公民館では枝をつけ

る、葉をつける、最終的には花を咲かせて、全体的に減少している利用者が少し

でも増えていけばよいのではないのかと思います。今回、委員の皆さまには方向

性を導き出していただきたいと思います。まず、レシピを提供していただき、各

公民館の主事がエッセンス、味を加えていく形で調理する。各地域の中に隠れた

人材を活かしていく。地域に根差した昔からあるものを活かしながら、少しでも

公民館の行事が増えていけばよいと思います。ただ、公民館でも利用者が増えて

いるところもあります。その公民館は非常に素晴らしいやり方でやっているので

すが、それを各公民館がすべて真似るわけにはいかない。 

１年間、委員の方々に各公民館の特色を出せるレシピを出していただき、各公

民館がそれに対して味を加えていけるような形を出せていけたらありがたいと思
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いますので、よろしくお願いいたします。 

 

会長：  大筋を皆で出すこと、筋を活かすいくつかのレシピ、アイデア、提案を無理の

ない形でいくつも散りばめて出せれば１つの成果であろうと、そう考えていただ

くといろいろなアイデアが出ると思いますし、大筋はこうだという議論もできる

と思いますので、ご検討いただければと思います。 

 

群馬地区選出委員：私の場合は群馬地域の利用者という立場で、公民館だよりをもとにし

て、受けてみたいものを探し出し、受けさせていただいたり、図書室の利用とい

うことで公民館を利用させていただいています。公民館利用にしても講座の参加

についても、団塊の世代、男性の方が本当に少ないです。囲碁、将棋などには割

と男性もおり、地域ぐるみといったものについては、男性の参加が少しずつ増え

ているようです。図書館では、団塊の世代だと思われる男性が一日中、本や新聞

を読んだりしています。地区の公民館図書室も利用されたらよいのではないかと

思いました。出会った方に公民館へ来ることはありますかと聞きましたら、農家

の仕事が忙しく、それどころではないと言われてしまいました。忙しい時期は別

として、公民館をもう少しいろいろな人が利用してくれれば、そこから地域に根

差した活動が増えていくと思います。女性は割と参加しています。今回、ロック

ミシンを使った講座を公民館でやったのですが、ほとんどの方がロックミシンを

使ったことがないので、高齢の方も参加されていました。タブレットを体験して

みようという講座では、高齢の男性が２、３人参加されていました。孫がスマホ

いじっているので、じいちゃんだって、いじったことがあるという話のネタがで

きるから来たということでした。地域力というところが具体的に見えてくるので

はないかということを感じました。 

 

会長：  現代の社会がどういう社会であるのか、それを体感できるということも、地域

課題ですので必要だと思います。 

 

副会長： 公民館のパソコン教室に参加しています。サポート期間を終了したパソコンソ

フトを使っていたので、パソコンを買い換えたのですが、なかなか慣れず、最初

から勉強しています。先ほどスマホの話がありましたが、確かに我々の年代の人

たちがそういうもので、いろいろな被害にあったりしていますから、そのような

講座をやり、また、家族の中でそういう話し合いができたりすると、サークルが

若い世代から上の世代まで入って来ると思います。 

それから団塊の世代ですが、団塊の世代というのは非常に取り入れるのが難し

い。今町内の自治会長をやっていますが、自治会の役員も昔は６０歳で定年でし
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たのである程度役員のレールが見えていましたが、今は６５歳まで働いています。

６５歳まで働く環境がよいかというと逆に厳しいです。定年後は新規雇用と同じ

なので、自由に休みが取れなかったりする。今、役員がどんどん高齢化してきて、

町内の役員会議に出てくるのはいつも奥さん方で、男性は何人かです。公民館の

利用だけではなくて、町内についても同様で、難しい気がします。ですから、団

塊の世代をうまく利用するというのは７０歳を過ぎてからですかね。民生委員の

推薦では６９歳までとか、６７歳までとか年齢制限があります。そうすると、そ

の辺りの人たちにお願いしても、なかなか引き受けてもらえないという状況で、

公民館長も７４歳までです。そうなるとこれからは少しずつ年齢制限を上げて、

次の世代を育てるための道づくりをしながら、やっていく環境づくりも必要であ

ると思います。うちの地区の公民館も確かに男性は少ないです。地域づくりはス

ポーツと文化芸能で分かれてやっていますが、役員は定年になっている人たちで

す。スポーツなどには若い人たちが入ってきてくれればよいのですが。 

 

会長：  人生８０年が基本の流れですから、そこでいろいろな社会の仕組みや、人を選

ぶ、人生８０年の中での人づくりというのはどうなのかということを、公民館と

してどう答えなければならないのかということが課題ということですね。 

 

副会長： 女性の方はいろいろなイベントにかなり参加してくれます。山古志村などに行

って、震災後の様子やその後の状況を聞くという、うちの地区の公民館の講座で

は、参加者は圧倒的に女性が多かったという話です。どうしても活動日が平日で

あると、男性が少なくなるのかなと思います。 

 

会長：  企業や公務の場における女性の管理職の率の低さというのは大きな問題になっ

ており、女性の社会参加を保障するような社会をどう作ろうかというのは大きな

課題ですが、逆に地域に戻った場合に男性がその地域に参加できているのかとい

う、もう１つの男女共同参画で地域づくりができているのかを、人生８０年の中

で新しいことを考えていかなければいけないし、公民館を拠点としてそういうこ

とにどう係われるかということも課題かなと、今しみじみと思いました。今のよ

うな話を聞いて区長会から地域の皆さんに言っておきたいことがおありかと思い

ますので、区長会選出委員さん、お願いします。 

 

区長会選出委員：私の地区ではスマートホンの講習をやります。私もスマートホンを使い

こなしていないので、参加してみたいと思いました。もう少し考えれば、皆さん

が参加できるものがあるのではないかと思いました。高齢化していて役員や民生

委員も、大変苦労して選ばれていると思いますが、地域の中で参加できるような
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ムードが必要であると思いますし、公民館によってばらつきがあるような気がし

ます。私は八幡地区で、３つの地区公民館があるのですが、皆違うという感じが

しています。もう少し、公民館同士が連絡を取り合って、地域としてよいものを

作り出す方法もあるのではないかと思っています。 

 

会長：  とても重要なことで、その中でお互い学び合えるように、連携が取れるように

とブロック体制を昔から作っていたのですが、なかなか主導的な人たちが十分に

配置できない。毎回、各ブロックを主導する次長に、会議には出てもらうことに

なっておりますので、生の声が伝わっていくと思います。 

 

公募委員Ｂ：各地域の課題とか解決ということが、自分としては具体的に思い浮かべられ

なくて、どのように考えていったらよいのかと思っています。何となく地域づく

りはわかるのですが、具体的に各地域の課題とその解決、公民館の活動が結びつ

くというところが具体的にどういうことがあるのかなと思って聞いていました。

いくつか出していただいた新しいことを学んで、今までやっていなかったことを

やっていくということがそのことにあたるのかなと思いました。今、疑問がたく

さんある感じです。 

 

会長：  疑問をどんどん出していただいた方がいいと思います。お互い生半可でわかっ

たような顔をしているよりは、わからないことや疑問はどんどん出し合った方が

よいと思います。「団塊の世代の男性が地域に戻って来られない、地域デビューで

きていない」と昔から言われているとか、「新しい情報機器を使いこなすにはどう

したらよいか」、その逆に裏側にある「オレオレ詐欺のような情報機器を使った犯

罪に対して、どう対応していったらよいか」、それらはどの地域にも共通するが、

地域ごとに解決するということもあります。今回、井野川の氾濫が話題になりま

した。地域で、皆でどう対応したらよいか。「大雪の時も大雪で被害を受けた所」

と、「比較的被害を受けにくい場所」もあったでしょうし、震災の問題もあるでし

ょう。どのような地域の課題があるかを皆で考え合うこともあるでしょう。佐野

地区のように子どもたちが非常に増えている地域があります。一方で多くの高崎

の各地域は子どもが減っています。佐野の場合は増えてしまった子どもをどうす

るのかも地域課題であり、公民館も収容できなくなっています。利用人数が減っ

ている中には１つは「収容できなくて、新しい講座ができない」、「新規参入しよ

うとしても定期利用団体で埋まっていて使えない」、そういう面もあります。それ

ぞれそういったものを出していけたらよいと思います。率直にいろんな疑問をど

んどん言ってください。 
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公募委員Ａ：私もいくつかの公民館を利用させていただいていて、もう少し穏やかという

か、入りやすい雰囲気作りが必要ではないかと思います。官庁感覚でやらなくて

も、もう少しふざけてもよいのではないかと思います。 

地域の人の為っていう割には、あまりにも制約がありすぎたり、給茶機がある

のに使えなくなっていたり、きれいにはなっているのですが、入りにくいのです。

私は去年の３月まで、３年間、公民館の管理人をさせていただいていたのですが、

自分なりにやってきて、すごく楽しくて、来てくれた人もすごく楽しかったと言

ってくださいました。幅を持たせて、もう少し砕けたような感じで利用できたら

よいのではないかと思います。 

 

会長：  そうした柔軟な利用を職員の方が安心してできるためには、実は審議会でこれ

だけの枠で幅広くやってよい、何もそれが公務員の職制を閉じ込めているもので

はないということを応援団として発言し、また、そのことを市議会選出委員さん

たちに議会に持って行っていただいて、それは当たり前である、職員が真面目に

考えすぎているのではないかと、それによって市民との間に壁を作ってしまうの

はよくない、やってよいという気持ちを持たせることも、答申としては必要です。 

 

公募委員Ａ：細かいことですが、ゴミ箱がないのです。ちょっと何か捨てたいなと思って

もゴミ箱がないので、管理人をやっていたとき、勝手に作ってしまいました。ゴ

ミを持ち帰るということは皆さん重々わかっていますが、ちょっと捨てたいとき

ゴミ箱があればとても便利です。それを始末するのは管理人の１つの仕事だと思

っていました。自分なりにやらせていただき、自分としてはとてもよい３年間で

した。 

 

会長：  柔らかく幅があるということは、地域で暮らす基本です。公民館が固くて幅が

なければ、人は行きませんよね。 

 

公募委員Ａ：それから時間にすごく厳しい。でも、高齢者はそうそうにはできないことも

あります。ある程度のゆとりをもたせてあげた方がよいような気がします。 

 

会長：  公民館にゆとりをというのは、確かにいいテーマですね。 

 

公募委員Ａ：皆さん、地域の為とおっしゃいますが、そういうことも絶対必要だと思い  

ます。 

 

学識経験者Ｂ：長年の公運審からの答申と各公民館の努力で成果が出てきて、さらに質の
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高い、違う質のものを提案してほしいようなので、原点に戻るとして、今までは

住民の個の希望者、あるいは要求のある方に応えられるような課題を広くやって

きて、公民館に来たこともない、行く気もない人とは少しかけ離れており、問題

を新しく見つけるとなると、そういうことをどうするかという問題が１つあるの

ではないかと思います。１校区１公民館というと、校区ということになってしま

うのですが、地域の中では１つは町内会だと思います。隣の町内会同士の交流は

あまりありません。公民館と町内会との連絡・連携の活動がないので、公民館で

よい事業があれば個として行くので、町内会単位の意識が全然ないのではないか

なと思いました。それは少し難しいのですが、町内会単位で課題、問題を出すよ

うなミーティングの場を公民館がしたり、きっかけを公民館がしてくださればよ

いかなと思います。老年、青年、女性、子育ての母親など、いくつかのグループ

で、各町内から３人から５人くらい来てもらい、分科会をして、その中で自分た

ちが住んでいる校区、地域の中で不自由や不安とか２つくらいの課題を出し、よ

くするためにはどうするか、望むことは何かを言える場として、公民館を使用す

る。１つは自分で人の役に立てることの課題を地域の中で見つける。もう１つは、

何が役に立つのかというテーマで話し合えればよいと思います。それには区長や

生涯学習推進員の努力が必要ですが、それが年に１回くらいあり、次長さんが素

早く汲み取り、こういうグループを作ったらどうかと提案し、生活の中で地域連

帯ができるような、つなげる場としての公民館、施設になればよいと思います。

課題が出れば、年寄り組やお母さん組とかグループを別ければ、課題がいくつか

は拾い上げられます。この課題がすごく難しくて新しいものを出すとなると、今

までのキャリアデザインなどで、向上しよう、資質を上げようということは十分

ではないかと思います。 

 

会長： 生涯学習推進員さんは各小学校区で３名います。少なくともいくつかの地域、 

町内に分かれているわけですから、そういう人たちが音頭をとれるという意味で 

も、学識経験者Ｂさんがおっしゃったことはとても役に立つかもしれません。１ 

校区１公民館だからと一色ではなく、むしろいろいろな町内や集落や様々な組織 

があるということを改めて感じることも、とても大切なことです。 

 

吉井地区選出委員：１校区１公民館ということですが、吉井地域の公民館は現在１館です。

公民館と同じ様に利用されている施設としてコミュニティセンターが２館ありま

す。最近、私はコミュニティセンターを利用する機会がありました。利用者は吉

井地域の方が多いのですが、吉井に近い高崎の方、甘楽町の方もいました。ロビ

ーには季節の花や飾り物が置かれ、よい雰囲気があります。２つのコミュニティ

センターともそうですが、この様な気遣いが新しくできる公民館に繋がっていく
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ように感じられます。また、吉井地域には公民館は１館ですが、各町内に町内公

民館があります。私の住んでいる地域の町内公民館は、定期利用団体を中心に活

動が盛んで、毎年、活動発表会や地域の新年会が行われ、若い人と先輩方の交流

ができており、よいことであると感じています。また、これまで地域の人たちと

若い人たちとの交流があまりできていないと思っていたのですが、大雪の時には、

若い世代の人たちがすごく頑張ってくれました。高齢の方々からは「ありがとう」

と言葉掛けをいただき、地域本来の力を感じ、嬉しく思いました。形だけではな

く、今ある施設を上手に利用しながら地域づくりをしていく上で、吉井地域は地

域性があるよい地域であると感じています。吉井公民館と町内公民館には、それ

ぞれの良さがあります。地域にあった良さを活かしながら、これからの公民館活

動や地域活動ができていくことがよいと思います。 

 

会長：  ４１２ある町内公民館はとても重要な存在で、公民館類似施設、コミュニティ

センターなど、以前の群馬地区で言いますと児童館、今は公民館になりましたが

そういうものを合わせて、全体の中で多様な集まりや人々の出会いができて、そ

れぞれの地域の課題と人に役立てることが出てくるような形が分かっていくとよ

いと思いますし、それに人が参加できる仕組みをどうしたらよいのかということ

で、ちょっとしたこともとても大切だということも答申にしていければよいと思

います。 

 

吉井地区選出委員：吉井地域のある学校では地域の人に図書室を開放しており、司書さん

がいるからできるのだと思うのですが、１つの事業として広がっていってくれた

らよいと感じました。 

 

会長：  通常の図書館以外に小学校の図書室はかなり地域に開放されるようになってき

ています。公民館図書室は本来の図書館の出先ではない、郷土の資料や地域の皆

さんの学習の場としての公民館図書室を今後どういうふうに位置付けていくかと

いうこと、町内公民館と公民館図書室というのも大きな課題です。 

 

ユネスコ協会選出委員：副会長から、地域の活動の中で、ある年頃になると女性は元気に

たくさん集まってくるけれども、男性は集まっても少数であると話がありました。

吉井地域も地域づくり活動協議会の活動が始まっています。馬庭小校区では、今

年で２年目になりますが、普段は眠っている人材や燃え上がらない人たちが小学

校の運動会で、おらが学校の活動として地域を挙げてお手伝いしながら横のつな

がりを作ろうと盛り上がりが見られ、非常にいい活動だと思います。また、男性

がどんどん焼きで、若い青年に指導し、子どもたちも巻き込んで、松小屋を建て、
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女性は繭玉づくりをし、地域からたくさん人が集まりました。馬庭小校区には、

３つの町内公民館がありますが、地域づくり活動を通して一体感が生まれていま

す。「活力ある人づくり」をするうえでは、次の世代への働きかけが大切であり、

そういう取り組みの中で、次世代のリーダーが育っていきます。また、子どもた

ちを巻き込んでいくことも地域づくり、人づくり上、重要だと思います。 

 

会長：  ７ブロックあって、よい活動が始まっていますが、活動の根拠、足場がちょっ

と脆弱です。足場を置けるような１校区１公民館があって、そこに活動の場とい

う足場、人材が集約される足場があるとさらによいと思います。 

 

市議会選出委員：１校区１公民館は必要なことだと私も思いますが、市の財政難というこ

ともありますし、すでに公民館の付帯工事をどこの公民館もしています。それプ

ラス私が思っているのは学校です。学校がやっと平成２７年で耐震補強が終わる

というところです。そのような状況を考えると新しい公民館は難しいだろうとい

うのが私の率直な考えです。こう言ったら公民館の為に一生懸命頑張っている人

に対して失礼かもしれませんが、市全体を考えると、子どもたちのことをまず先

に考えるべきではないかというのが私の考えです。確かに公民館は必要だと思い

ます。公民館があれば地域の拠点ができますし、その拠点ができることによって

地域のコミュニティがもっと活発になるということがあると思います。最近はだ

いぶ公民館の主事も、館長さんとともに、地域の為に一生懸命頑張っていただい

ています。公民館活動というのは地域にとってとても大切なことなので、それを

まず地域に根付かせるということが必要だと思います。すでに主事の方が一生懸

命やっていただいているのですが、それを今度は地域の方が公民館活動をどうや

ったら、この地域がよくなるのかということを広めていかなければいけないと思

います。先ほど、倉渕の話が出ましたが、倉渕は倉渕なりの活動を行っていただ

いていると思います。例えば道祖神の里めぐり、ミヤマシジミの生態報告会と草

取りですか、そういったことを他の地域ではできません。その地域ごとにいろい

ろな活動があると思うのですが、その活動を活発にしていただくきっかけづくり

を公民館の主事にしていただければよいと思いますので、地域の方が一生懸命活

動していただくというのが、本来の公民館の姿だと思っております。公民館の付

帯工事や新しい公民館が必要であるということは、とてもよくわかっております

が、その前に活動は建物がなくても学校の教室の１つを借りてやらせていただく

ことも、１つの方法ではないかと思います。 

 

会長：  先ほどコミュニティセンターの話がいくつか出ているように、公民館に代用で

きる施設が実はあります。新築の話をしているだけではなくて、すでにあるとこ
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ろに１校区１公民館という体制をまずしっかり作り、財政難を理由に旗を降ろす

なということです。それはやはり議員として、４１人の議員さん皆さんに共有し

てほしいというのが、審議会の意見です。新築のものをたくさん作れという話は

誰もしていません。今あるもので活動しているものに対して、１校区１公民館の

整備をしていきますと、場合によっては２つの看板を掛けることもある。コミュ

ニティセンターに公民館がある場合もある。学校に空き教室がある場合に借りる

場合もある。ですから地域の人々の活動を支えていくという旗は絶対に降ろして

はいけません。今、執行部も教育部も旗を降ろしてしまっています。ここを議員

として頑張ってほしいというのが、我々の意志です。 

 

小学校長会選出委員：今までずっと学校現場にいたわけですが、これまでの話を聞いてい

まして、公民館の事業報告とか講座の実績の資料を見させていただいた時に、公

民館に係わってきた人は尽力されているのだなと思いました。地域の自然や文化

の再発見など、少ない予算の中で、より多くの効果を上げるように頑張ってきた

ことを実感しました。今まで公民館についてどんな認識があったのかと振り返っ

た時に、地元の公民館に対する理解、あるいは参加はあまりなく、自分の子ども

が囲碁教室に行きたいと言った時、小学生の子どもを連れて行ったり、絵本を借

りに行ったくらいです。こういう魅力的な講座があり、地域の人が関心をもって

参加したことに対し、自分は意識が薄かったと思います。学びという言葉は学校

現場で学力を高めることや集団生活で学ぶことを中心にしています。小中学校卒

業後は、皆別れてしまいますから、公民館が生涯にわたって学びの核となるだろ

うと思います。力を入れていくべき教育行政施策の大きな１つであると再認識し

た次第です。地域づくり、人づくりなど、公民館のあり方がありますが、それを

やるには、今までと同じように１つには地域の自然や文化を再発見すること、た

だそれも限られた人ではなくて、いかに底辺、地域の人を巻き込んで増やしてい

くか、どのようにしたらそれができるか、もう１つは、今日的な課題である環境

問題や情報モラルなど、これからの次世代に向かって学習しなければならないテ

ーマ、という２つの柱はこれからも変わらないだろうなと思います。その時にど

うやって公民館に集まってくる人たちに門戸を広げて、地域の交流を持てるかと

いうところが、課題であると思いました。小学生は親御さんが興味を持って一緒

に行こうと言わないと、なかなか子ども自身の判断では公民館に行くということ

は少ないと思います。やはり若い世代の親御さんをいかに取り込んでいくか、そ

れを通して子どもたちがどうやって集まって来てくれるかということもあると思

いました。 

 

会長：  １校区１公民館で、隣り合わせで小学校と公民館があるのに、実は主事と教頭
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が高校の同級生であったことがわかったのが、最後の別れの時であり、もっと日

常的にお互いが情報交換をしたらどんなに楽だっただろうかと、学校が使う地域

人材も公民館を通して提供できたのに、お互い１年無駄にしてしまったという話

があったそうです。しっかりと情報交換ができていることは有効であるというこ

とは事実です。 

 

ＰＴＡ連合会選出委員：私は城東地区で、自宅のすぐ隣が町内公民館で、歩いて２、３分

の所に地区公民館があります。町内の公民館は、ひっきりなしに人が出入りして

いて、オカリナの音や合唱の声が聞こえ、にぎやかに楽しくやっているなと感じ

られます。自分自身が利用する機会は、多い方ではなく、子どもがボーイスカウ

トに入っており、その会議や妻の日本舞踊の発表会を見に行ったりする程度です。

先ほどからいろいろお話がある中で、我々の世代からすると、正直なところなか

なか使えません。回覧板で案内は見ているのですけが、時間帯が合わない、やる

内容もそれほど興味がないという中で、私は市内や前橋のカルチャーセンターに

スポットで行くことが多いです。時間帯を含め、興味のある内容が多く、行って

みると利用者は多く、かなり若いお母さん方や我々世代の人たちも仕事をやりく

りしながら通っています。公民館のカリキュラムがよければよいというものでも

ないと思いますので、比較はできないかもしれませんが、学ぶということに関し

ては、貪欲に世代を超えているのではないかなと思います。城東小地区で、３年

前の震災の後に育成会役員の皆さんが、地域とのつながりがないことから、防犯

について考える意味も含め、地区公民館において、消防局の方に来てもらい防災

について講演をしていただいき、地震の体験もしました。その時、全然面識がな

く、家族構成も知らなかい人たちが、その場で意気投合し、その後１年に２、３

回くらい、餅つき大会などを行っています。地域とつながりという部分で公民館

を利用したことが良かったと思います。地域の中では今でもそのことに話題にな

っており、いただきものをすると気軽におすそ分けをするような雰囲気が地区の

中にできています。 

個人的な話ですが、妻が日本舞踊の発表会をやるのに、予約に関し、最初の何

回かは融通が利いた方がいたが、人が代わることにより、面倒な手続きの話をさ

れたそうです。ルールがあるので、仕方がないのでしょうが、なかなか予約がう

まく取れず、準備や案内の関係もあり、別の場所にしたという経緯もあります。

城東地区の場合は小学校の体育館で、芸能祭の発表の場があり、地域の方も発表

を楽しまれており、非常にいい感じになっています。ただ、利用者側からすると

そのような問題や発言力の強い人が発表会などでも、よい発表の時間帯を押さえ

てしまったり、いろいろあるということは聞いています。ルールの中で仕方ない

部分もあるが、なるべく利用者の目線に立って話を聞いていただき、いろいろな
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方が利用できる雰囲気づくりをしてもらえば、さらによいと感じました。 

 

会長：  そのようなことも話し合っていかなければいかないと思いますし、食べ物の話、

いろいろなカルチャー、いろいろな講座に人が集まっているという話なので、家

庭教育担当委員さん、食育の話と講座のあり方等についてご意見があればお願い

いたします。 

 

家庭教育関係者Ｂ：諮問の中にありました文言の中で、学習したことを地域の問題解決や

地域活動につなげていくような活動というようなことと、公民館事業の企画立案

への参画というような課題というのが最初に頭にあったので、資料を拝見します

と、生涯学習推進員、あるいは利用者から募集した講座企画委員の方が中心にな

って講座を進め、利用している方や経験者が、新しい企画を立案していくという

ことで、今まで勉強したことが少し活かされていると思いました。それと同時に、

ある程度共通するところがあるのかと思いました。それぞれの公民館で企画せず、

レディメイド的なものを作り、それを各公民館で利用すれば、１から考える必要

もなく、共通したフォーマットがあればそれに則って行えば、新しい事業でも苦

労しないでやっていけるのではないかと思いました。そのためにいくつかの共通

したコースのようなものを提示していただき、各公民館でそれを利用すればよい

と思いました。それから企画立案に関しましては、公民館を利用している団体の

方に集まっていただき、グループを組み替え、新しいメンバーがいる中で、共通

の話題を話し、公民館をどうしたらよいのかを話し合っていくグループワークの

場を設けられたら、各公民館での課題を共有しながら、新しい方向も見出せるの

かなと思いました。そういう中で、子育てや食育でいうと、附属幼稚園で一番人

気なメニューはお父さんと子どもの料理教室が大人気です。楽しくやっていると

いうこともわかりましたので、そのような企画も公民館でできればよいと思いま

した。 

 

会長：  中高年男性向けの料理教室はいろいろありますが、お父さんと子どもというの

は新しいですね。ワークショップ、グループワークについては、実は主事さんた

ちが頑張り始めておりまして、ブロック単位で、自分たちで課題を考えて１年間

かけてワークショップ、グループワークをして発表し合い、成果を出しています。

今度、ブロック単位で、利用者側の定期利用団体の皆さんもこれをやるといいか

もしれませんね。 

 

学識経験者Ａ：高崎の公民館はこんなに活動していたことに驚きました。他の行政に学生

と行くこともあるのですが、むしろ自分のところが一番やっていることに驚かさ
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れました。この１時間半の中で新しい根拠とか成熟した社会を大きなテーマに掲

げて社会とかを動かした時に、成熟しかかっている高崎の公民館というイメージ

を持たせてもらいました。何もない課題の中から自分たちで講座を作っていく、

下から吸い上げることをするのもおもしろいと思いました。ある市の教育委員会

で、子育てに関する講座を開いたときに、公民館主体の講座の名前を付けた講座

と、学校を中心にして社会教育関係の人も入り、学校の空き教室で何もテーマを

出さない子育ての講座を開いた場合、参加率は何もテーマを掲げない講座の方で

増加し、むしろ偉い先生がお話をする講座の方が下がっていきました。その先生

のテーマが悪かったのではなく、ニーズに合う人が少なく、結果として人が集ま

らなかったということです。下からどのように吸い上げるか、細かいニーズに対

してどう住民にアプローチしていくかという点で、いわゆるソフトの働きかけで、

１つは入りやすい窓口を作るということが考えられます。公共施設の考え方がヨ

ーロッパでは変わってきていて、公民館、コミュニティセンターのようなものの

半分は喫茶店のようになっています。アルコールは無理かもしれませんが、ちょ

っとしたお茶のスペースで何かを作る。緩やかな空間づくりというソフト、それ

から内容もソフト、緩やかなソフトづくりがあると、成熟しかかっているところ

にもっとレベルを上げていけるのではないか、どんどんふざけてよいのではない

かと思います。団塊の世代へのアプローチについてですが、情報の流し方も緩や

かで一方的な広報というのではなくて、ソーシャルネットワークを使うのもよい。

ニーズに合わせて、どのように訴えかけていくかという方法をもう少し緩やかに

考えていくとおもしろいと思いました。 

 

会長：  「緩やかな」ということは今日のキーワードかもしれません。公民館はもとも

とパブリックなのです。パブリックハウスかパブリックホールの翻訳で、パブは

イギリスでは居酒屋で、皆がそこに集まって地域のことを考えたり、自分たちで

これが必要だからこういう講座を開こう、自習をしようといって始まったのがも

ともとなのです。日本の社会教育の立ち上がりも同様でしたが、制度がきちんと

できてくると、自分で自分の首を絞めてくるのです。そういう意味では高崎市の

制度は良くできているが、制度疲労で次のステップに上がっていない、これだけ

の仕組みがきちんとあり、市民が前向きなのだから、次のステップに行けるはず

だと言っている方がいます。そういう意味では、今回は色が見えてきたと思って

います。公民館カフェの時代、それに高崎も乗っていこう。そうすると１校区１

公民館は新築でなくてよいのです。しかし、執行部や教育委員会の立場としては、

きちんとしたものを建てなければいけないというような呪縛にかかりがちなので、

そうではないという市民運動が必要かもしれません。全委員からお話が聞けたの

で報告事項に移らせていただきます。 
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報告事項 

事務局 ・前回審議会の会議録・議事録について 

    ・高崎市公民館研究集会及び公民館主事ブロック別課題研修報告について 

    ・平成２６年度審議会日程及び委員に関わる公民館行事について 

 

閉会 

副会長： 本日は諮問に対して、皆さんのご意見を伺い、これをもとに答申に向けて、次

回から審議会が開催されます。本日はありがとうございました。 


