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平成２５・２６年度 第９回公民館運営審議会 会議録 

開催日時  平成２７年２月５日（木）午後１時３０分から３時５０分 

開催場所  高崎市中央公民館  集会ホール 

議題    １ 情報交換 

高崎市・前橋市の公民館の現状と課題について 

２ 平成２５・２６年度答申について

公開・非公開区分  公開

出席委員 

高崎市（１５人）

今井敏彦委員 ・広瀬雅美委員 ・樋口克己委員 ・荻原馨委員 

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  ・新利恵子委員 ・樫田のり子委員 

前橋市（８人） 

   今井道夫委員 ・加藤鶴男委員 ・齋藤邦子委員 ・鈴木正知委員 

   荻原香委員  ・野口華世委員 ・田口敦彦委員 ・依田三次郎委員 

欠席委員 

高崎市（５人）

   竹内歳雄委員 ・小屋美香委員 ・綾部園子委員  ・岸敏郎委員 

渡辺秀子委員

  前橋市（７人）

   八重樫幸雄委員・平井勝委員  ・太田恵子委員 ・大森雪江委員 

藤村良子委員 ・田子智代委員 ・豊森英子委員 

成立 高崎市公民館運営審議会規則 第４条第２項による
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事務局出席者 

高崎市（１０人） 

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

信澤進次長・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

前橋市（６人）

小野里悟中央公民館長・吉井清下川淵公民館長・関根敏夫東公民館長

藤田明弘元総社公民館長・橋本昌之副主幹・内田宣彦専門員

傍聴定員  ５人

傍聴者数  ２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９回公民館運営審議会 議事録 

議事

１ 情報交換 

高崎市・前橋市の公民館の現状と課題について（高崎市・前橋市合同審議） 

（議長：前橋市委員長） 

議長  ：先般、群馬県公民館研究集会兼公運審部会全体研修会があり、関係者の皆さん

には議事録が配布されていると思います。いろいろな意見が出され、県公連の関

係では「地域の特性をふまえ、住民ニーズに応えられる公民館を目指して」とい

う議題で討議されましたが、前橋市では公民館の実態を知らないと審議は難しい

ということで、３月中旬に公民館運営審議会委員に地区公民館をブロック別に分

けてまわって、館長から直接お話を聞かせていただく予定で進めているところで

す。現地に行けば、どのような活動をしているか見ることができます。利用者が

固定されている、若者の利用が少ないと言う意見がありましたので、このことに

ついてご意見伺いたい。

高崎市会長：高崎市のご案内させていただきます。公民館運営審議会委員任期は２５・

２６年度で、この２年間で、公民館連絡協議会、つまり中央公民館を含めた４４公

民館長から構成されている会から諮問を受けました。ここ数年高崎市はライフアッ

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を柱に進めてきたが、なかなか学んだ成果を地域に

還元できていない、地域づくりの力になっていない。一方、新しい高崎市生涯学習

計画の基本理念は、地域力を育む生涯学習社会の創造であり、その大きなものが公

民館である。ここに少しギャップというか、なかなか繋がらないところがあるので、

どのようにしたら具体的に繋げることが可能かというものです。それを受け、審議

会としても意見交換をいたしましたが、専門委員会を設け、そこで討議してまいり

ました。専門委員のメンバーは、学校、各種団体、学識経験者、合併により高崎市

になった各地区、つまり倉渕、群馬、榛名、箕郷、新町、吉井の６地区から１人ず

つ、公募委員２人、副会長、私、家庭教育に係わる専門家が１人です。６地区及び

公募から入っていただいた専門委員の方々から発言いただきたい。高崎市はどのよ

うな課題があり、審議会は公民館連絡協議会に対して、このような提案をしている

ということが見えてくると思います。その中で、若者だけでなく子育て世代や地域

の問題もありますので、吉井地区選出委員さんからお願いします。
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高崎市吉井地区選出委員：高崎市では若者の利用があまりないというお話でしたが、吉井

地域では、昼間も夜間も高齢の方や子育て世代の方が活動している定期利用団体が

多く、利用団体は固定化してきています。しかし、公民館が独自に企画している講

座は若い人たちや子どもたち、子育て世代のお母さんたちが活動できるような講座

が多いようです。例えば、ボランティア団体「吉井ＶＹＳ」が企画し、町内の小学

生を対象に、餅つき、木工等を公民館事業として行なっています。少し上の世代の

お兄さんやお姉さんと遊ぶ機会はないので、私の孫はとても楽しいと言っており、

次回は友達を誘うようです。普段はかかわらない世代との交流はとても良いことで

あり、それを公民館が継続して実施してくれるのはとても良い活動であると思いま

す。

議長：  子ども、小中学生を対象とした事業はボランティアの人の協力がないとなかな

かできないことであり、親世代、子育て世代の人も一緒に来てくれます。

高崎市吉井地区選出委員：また、吉井支所地域振興課が担当する未就園児の親子を対象と

した事業も継続実施され、会場は公民館で行なわれています。回数は２回くらい

で、読み聞かせや親子での遊びなどを行なっています。

議長：  集まりはどうですか。

高崎市吉井地区選出委員：吉井公民館の講座はとても参加者が多く、募集は先着順ですが、

すぐに定員になると伺っています。毎月、行事が紹介された公民館だよりは回覧

版で回りますし、公民館の窓口にも置いてありますので、それを見て申込む方も

多いようです。「まなびネット」の情報も携帯等でも見ることができ、便利ですが、

知らない方も多いので、それはこれからの課題であると思います。

高崎市群馬地区選出委員：群馬地域には５公民館があり、それぞれの公民館でその地域に

あった特色ある事業を行なっているようです。金古公民館では、読んでもらえる

公民館だよりを作りました。毎月１日と１５日に公民館だよりを回覧板で回して

いますが、回覧物が多い時は１５枚くらいあるので、公民館だよりの色を変えて

印刷してもなかなか見てもらえない。見てもらえなければ、良い事業をしても参

加者は少ない。そこでＡ３版の用紙を使用し、見てもらえる公民館だよりを作り

ました。今では、地域の方から公民館だよりを見るのがとても楽しみだという声

も聞きます。広報の仕方もとても上手で、公民館は、夏涼しく冬暖かく、無料で

借りられる場所なので、利用してみませんかという呼びかけをしています。また、

地域や学校を巻き込み、防災マップを紙芝居仕立てで作り、好評を得ています。
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金古南足門公民館では図書館ができたのですが、そこを寄り合いの場所としても

考えており、図書の利用も増えてきたと聞いています。上郊公民館は、６０代か

らの健康体操ということで、筋トレ教室を行なっています。公民館やいきいきサ

ロンで行なっているようですが、上郊公民館では行なわれていませんでした。そ

こで、地域の人がやりたいと公民館に発信し、講座として開講してもらい、終了

後は自分たちで行なうということで始まったのが筋トレ教室で、４年続いていま

す。堤ケ岡公民館には、少し暗いのですが、階段の下に休憩スペースがあります。

公民館の周辺には公園や広い運動場がありますので、疲れたら公民館に寄って休

めるようスペースを作っています。国府公民館は、お祭りの会議などの会場とし

て、公民館を使用しており、地域と公民館が繋がっているように思います。それ

ぞれの公民館が、それぞれの地域の特性を生かして活動していると思います。

議長：  公民館だよりについて、具体的にどのような努力をしているのですか。

高崎市群馬地区選出委員：公民館だよりはＡ４版の表裏を使用していますが、金古公民館

ではＡ３版を使用しています。

議長：  住民がしたいことを公民館と相談し、事業として実施されたとのことですが、

公民館から一方的に行なうのではなく、住民ニーズを把握し、住民が積極的に活

動することで双方が活性化すると思います。

  祭りとは国分寺まつりのことですか。今回は参加者も仮装の方も増えたようで

すね。

高崎市群馬地区選出委員：地域の人たちの力の集結で、１００人からの行列は見事でした。

議長：  前橋市の方にお話を伺いたいのですが、公民館長が３人出席していますので、

東公民館長、具体的にどうですか。

前橋市東公民館長：うちの館では館報の編集委員会という住民の皆さんの編集組織があり

ます。その皆さんが館報の裏面づくりを自分たちで企画から取材まで行ない、レ

イアウトはこちらでやっています。従って、一方的なお知らせではなくて住民の

皆さんの視点から見た地域のこと、あるいは昔のことなどが載っており、地域の

皆さんには親しみやすいと思います。それがうちの方の特色です。

議長：  公民館の館報、公民館だよりに地元の編集委員さんが参加して、地元の人が地

域のことを取材し、まとめるということで、興味を引く事項が館報に載っている
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ということが、魅力の 1つであると思います。私事ですが、平成元年から３年間

芳賀公民館で務めていたのですが、ここでは１日と１５日に発行し、１日は公民

館の事業、１５日の大半は地元の自慢の長老を毎回紹介するというもので、これ

も地元の編集委員さんに取材から筆耕まで頼みました。１００人になったので、

本になりました。やはり興味、関心を引くことが良いと思います。

それでは地域活動で本当に頑張っていただいている前橋市社会教育関係者Ａさ

んにお願いします。

前橋市社会教育関係者Ａ：下川淵地区のカルタ作成、活用事業について概要をお話します。

前橋市は市長から委嘱を受けて生涯学習奨励員が各町に 1人配置されており、奨励

員の連絡協議会が各地区にあります。下川淵地区の連絡協議会は、各町から１人ず

つ出ていますので合計１４人で、その連絡協議会が下川淵の郷土カルタを作ろうと

いうことで、各種団体、校長先生などと作成委員会を組織し、地域を挙げて作った

のが下川淵カルタです。郷土カルタは地域の特定の学識経験者が作っている場合が

多いのですが、うちの方は、全住民参加で下川淵カルタを作るという呼びかけで始

めました。計画どおり、２年計画で、２００７年にできました。スムーズにできた

要因の１つはＰＲが効いたことです。下川淵地区は、自治会連合会が住民を対象と

した月刊の広報誌「月刊下川淵アイアイ」を発行しています。我々がカルタを作成

するということを発想した時点で、全世帯に配布される「月刊下川淵アイアイ」が

あるから大丈夫だろうと思いました。情報提供すれば必ず協力が得られるだろうと

思い、そのとおり非常にうまくいきました。それから計画を後押ししてくれたのは

補助金で、群馬県長寿社会づくり財団から補助金をもらい、カルタを印刷する段階

になり、ベイシア２１世紀財団からも５０万円の補助を受けました。我々が当初か

ら考えていたことは、カルタを作っておしまいではなく、活用しなければ意味がな

いということでした。初めにやったのは「下川淵カルタアート展」で、下川淵カル

タをモチーフにしたアート作品を作ってもらうという活動で、今回で７回目になり

ます。「下川淵カルタ大会」は、小学校低学年チーム、高学年チーム、一般の３チ

ームで参加してもらい、町内対抗で、今回で５回目です。また、下川淵カルタが発

表された日は１２月の第２日曜で、それを記念して「下川淵カルタの日」と決めま

した。その記念事業として「下川淵カルタウォーク」というイベントを行ないまし

た。ウォークというのはウォーキングのことですが、地区のカルタスポットが４４

か所あり、そのスポットの地図を作りました。地図を作る時には県補助金を活用し

ました。毎年５０人募集し、今回が４回目になり、非常に好評です。これには食生

活改善推進員のメンバーには協力いただき、ご馳走を作ってもらい、午前中にウォ

ーク、終了後、公民館で会食をしています。「カルタアート展」、「カルタ大会」、「カ

ルタウォーク」は全住民対象に行っており、今後も恒例事業としてやっていきます。
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その他、地区の文化祭などで、下川淵カルタを基にしたクイズを子どもに出題し解

答させる下川淵クイズも恒例行事となっています。カルタを活用した事業を進める

ための経費についてですが、前橋市の地域づくり推進事業の補助金をいただいてい

ます。地区住民に事業を広報する「月刊下川淵アイアイ」があることは、大きな力

になっていると思います。公民館だよりも公民館事業だけでなく、地区の情報も載

せてくれていますので、両方に協力してもらっている形になります。全世帯に配ら

れる月刊の広報誌が２種類あるということは、良いと思います。カルタ事業につい

ては、それがあるために行事がスムーズに進められており、また、多くの地域住民

によって支えられているということが言えると思います。

議長： 自治会連合会で月刊誌を出しているところはあまりないと思います。広報誌は公

民館報がほとんどで、月に１回、２回発行されます。隠れた文化財や文化はたくさ

んあると思いますが、そういうものを対象にカルタを作るという着想は素晴らしい

と思います。作った後の活用で、カルタ大会では、小学校低学年、高学年、一般の

混成チームで町内対抗とのことで、盛り上がると思います。さらには現地を自分の

足で歩くことは、地域を知るうえで大切なことで、効果的な事業であると思います。

地域づくりの方法はいろいろとあるわけですが、前橋市の地域づくりの代表者であ

る社会教育関係者Ｃさん、地域づくり、公民館活動や活用について、お願いします。

前橋市社会教育関係者Ｃ：前橋市は２４の地域のうち、２３で地域づくりを行っており、

その連絡会組織があります。それが地域づくり連絡会として、各地域の情報を共有

しながら、ある地域の問題点を他の地域の意見で解決していこうというコンセプト

で動いています。自分たちの地域で解決しなさいと言われても、難しいので問題に

なってしまったので、他の地域からのアイデアで、地域の問題を解決するというこ

とが何件もありました。それが連絡会の良いところであると思います。情報共有を

すれば、ある程度は解決できることも見えてくるのではないかと感じました。また、

若い人については、地域づくりでも同じような問題を抱えており、若い人たちがど

のように公民館を利用し、地域の人たちと連携していけるのか考えています。地域

で若い人たちを育てるのではなくて、若い人たちだけのチームを作ることを提案し、

前橋市に若者会議というものを作りました。手を挙げてくれた若者は３８人、今は

５６人くらいです。その若者たちが、公民館を使うのが目的ではなく、自分たちの

やりたいことの手段として公民館を活用し、自分たちの目的に繋げていく、という

利用の方が使い易いという意見が出ました。そもそも若い人たちと公民館利用者の

生活の時間帯は違うので、一緒にやるということがそもそも間違いです。手段とし

て使うというのであれば、接点は持てると思います。また、若い人たちは Facebook

やＳＮＳを使っており、各地域のイベントにも出たいと思っています。公民館だよ
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りに出ているイベントを一括し、イベントページのようなものをＳＮＳに貼り付け

て紹介したら、若い人たちが出向いてくれ、地域の人たちも喜んでいました。地域

づくりとは別に、公民館の中にローカル若者会議という、若者たちが集う場所を作

ってしまおうというプロジェクトが動き始めました。仕掛けたのではなくて、自然

発生的に若い人たちが声を出してきてくれたっていうことは良いことだと思って

います。公民館を使ってもらう、足を運んでもらうという、第一歩にはなったと思

っています。ＶＹＳについてですが、前橋市でも富士見地区ではＶＹＳの子どもた

ちは意欲を持っており、地域づくりと共に一緒に動いていく、とても良い状態にな

っていると思います。 

議長：  その地域で解決しない地域課題は、連絡会を通じて、皆で解決すれば良いとい

うことだと思います。若い人は自分が主体でないと動かないと思います。テレビ、

ラジオ、新聞、Facebook などで情報があふれている時代ですから、自分で情報の中

から選んで活動する、行動するということだと思います。 

高崎市会長：地域づくり連絡会選出委員さんのお話はとても刺激になりました。この刺激

を受け、地域づくりについて、倉渕地区選出委員さん、お願いします。 

高崎市倉渕地区選出委員：前回の合同審議会で、前橋市に行った時、校長先生から小学校

の校庭に池があるので、そこで蛍を放したいと言われ、倉渕のほたる公園にも見学

に来ていただきました。倉渕地域は人口が４千人くらいの過疎地域ですが、道祖神

が１１４体あるので、道祖神の祭りを公民館が仕掛けました。それぞれの地域に中

学生を配置して、全国から集まっていただいた方に説明をしてもらっており、継続

してやっています。支所内に公民館を入れるということで、１階の半分が市民課、

半分が公民館と図書室になっています。３階の議場は多目的ホールにして、公民館

利用団体、サークルが利用しています。利用は多く、順調にいきました。合併時に、

道の駅、複合施設を作ることを高崎市に申し入れ、昨年の４月２６日に２階建ての

道の駅「小栗の里」がオープンしました。１階は食堂、物品販売、展示室、２階に

はホールがあります。展示室では毎月、絵画、切り絵、書道等、いろいろな団体の

展示を行なっています。支所の１階のフロアも広く、そこでも展示しています。道

の駅の２階のホールは２００人くらい収容できるので、成人式や大きなイベントに

ついては、公民館から道の駅のホールに利用が移行しています。使用料は、登録団

体は無料です。もう１つ、公民館はミヤマシジミ（蝶）の保護活動を仕掛けました。

中学１年生が草刈りをし、絶滅危惧種のミヤマシジミの保護をしてもらい、先日、

林野庁長官賞を受賞しました。倉渕ほたるの会は、最初は５人から始め、約１５年

が経ちます。昔は夏になるといつでも蛍を見ることができましたが、水路がコンク
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リートになり、微量の農薬を使ううちに生態が変わり、見ることができなくなりま

した。自然環境を整備し、蛍を飛ばせようということで活動を始めました。国土交

通省に水路を作っていただいき、私どもがコケを植えたりしながら管理委託をさせ

ていただいています。現在は会員が７５人くらいおり、一年中管理しています。６

月半ばから７月にかけ、宣伝しませんけども、１５００人くらいの人が来ます。ま

た、以前は青年団がありましたが、今はほとんどない。青年団には強いリーダーが

いて、８０～１００人くらいの団員がいました。今はそういう若い人たちが公民館

に集まらないのですが、１０～１５人くらいで、やまなみ祭実行委員会を立ち上げ

ました。このような若い人が出てきたということは、公民館活動が若者と連携すれ

ば、倉渕地域も活性化していくと思います。昨年の秋に、支所前で初めてフリーマ

ーケットをやりました。１２人くらいで、予算はなかったのですが、２８店舗が出

店しました。小さいお子さん連れの方、若い人がたくさん来てくれて、盛況でした。

若い人たちにどのような場面でも良いから、公民館と連携し、何でも相談にのると

いうことを、公民館の方からも声かけをした方が良いのではないかと館長に提言を

しました。

議長：  道祖神のお祭りは全国からどのくらい集まるのですか。

高崎市倉渕地区選出委員：初年度は千人以上集まりました。

議長：  お祭りは１日ですか。

高崎市倉渕地区選出委員：２日です。日本全国にそういうマニアの方がいるのでしょうね。

議長：  経済の活性化にもなりますね。

高崎市倉渕地区選出委員：、倉渕のＰＲになりますので、地域を挙げ、ボランティアで、

各種団体が協力してやっています。

議長：  道の駅や支所の展示スペースに絵画や手芸等、いろいろ展示して、皆に見ても

らっているとのことですが、展示することはやりがいを感じますからね。 それか

らミヤマシジミというのは蝶ですか。

高崎市倉渕地区選出委員：小さい蝶で、とても珍しいようです。

議長：  それから若い人の集まりの芽が動き出したということですが、だんだん芽吹い
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て自主的に活動し、何かあった時に協力してもらえると大変地域としてもありがた

いと思います。それでは前橋市の社会教育関係者Ｂさんお願いします。

前橋市社会教育関係者Ｂ：私自身が公民館を知ったのは仕事を辞め、用事で公民館に行っ

た時、公民館が初めて身近なものになりました。その年の文化祭に行ったところ、

とても盛況で、公民館ではこういう活動をしているところなのかと驚きました。

それから食生活改善推進員やボランティアの会に入ったりしながら、公民館を身

近に感じて出入りしています。昨年、１０月に熊谷市で開催された関東甲信越静

公民館研究大会に出席させていただき、公民館のことについて皆さんが熱心に研

究や討議していることに驚きしました。また、この運営審議会に参加し、公民館

が私にとって関心のあることになり、これからも公民館を利用しながら、公民館

と一緒に活動していきたいと思っております。

議長：  では、特定非営利活動法人 市民活動を支援する会選出委員さんから順にお願

いします。

前橋市社会教育関係者Ｄ：ＮＰＯ法人 市民活動を支援する会は、前橋市中央公民館と同じ

フロアで、市民活動支援センターを運営しています。公民館は市民の皆さんの交

差点のような形で、いろいろな世代の方が利用されています。特に子どもの作品

展示は、親子連れで来てすごく華やかで明るい雰囲気になっています。市民活動

支援センターに深く関わっているのは高齢者の方たちで、その方たちの活動は趣

味的なものから市民活動、公益的なものまで発展させて、ボランティア活動や市

民活動支援センターの運営もサポートをしてもらっています。金古公民館の公民

館だよりを見させていただきましたが、目から鱗で、こういうことができるのか

ととても驚きました。市民活動支援センターと公民館との接点が、先程の公民館

だよりのように何か開けるのではないかと探していければと良いと思います。

議長：  市民活動支援センターは市民に活動の場を提供し、団体同士を繋ぐ活動してい

ただいております。生涯学習奨励員や民生委員、若い人や高齢者、ボランティア等、

市民活動のネットワークが築ければと良いと思います。それでは学識経験者Ａさん

お願いします。

前橋市学識経験者Ａ：私が発言できることは、大学生と公民館を繋げることだと思って聞

いていました。大学生と子どもたちとが連携していく、M キッズ、Ｍ-Ｃｈａｎｇｅ

という事業がありますが、公民館と協力し、大学生が活躍できる場づくりを進め

ていくことだと思います。私自身のことを申し上げますと、毎年、中央公民館と
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連携して、地域の歴史を学ぶ講座「前橋学」を行なっています。参加してくださ

る方は毎回年齢が上の方が多いのですが、大学生も参加もあるので、世代の違う

方々が触れ合う機会が作れると良いと思います。

議長：  大学が永明公民館のすぐ近くですので、大学生に子どもたちを対象とした活動

の指導をいただいています。地域活動には、大学が近隣にあるということはあり

がたいことだと思っております。学識経験者Ｂさん、お願いします。

前橋市学識経験者Ｂ：大学としては、学生をいかに公民館に足を運ばせるかということが

１つの課題だと思っております。本学は東公民館の近くにありますので、東公民

館の事業の高齢者教室に教員を派遣し、学生も関わらせています。この間、家庭

教育学級のすくすく親子スクールという子育て講座をやらせていただきまして、

学生も公民館に行って託児をするなど、関わっています。また、高崎市中央公民

館にも介護の講座で講師を派遣させていただいております。公民館だよりについ

て、どんな行事をやっているか知りたいので公民館だよりが見たいのですが、既

に回覧版が回されており、なかなか見ることができません。Facebook などで自由

に見られる機会があれば、活動に参加できるのではないかと思いました。若者の

公民館利用については、子育て世代の方であれば家庭教育学級、６０代の方であ

れば高齢者教室に参加する方は多いと思います。東京に行った時、東京駅の駅員

は外国人の方に英語で応対していましたし、居酒屋の店員はロシアや中国の方で

あり、かなりグローバル化が進んでいると思いました。私自身は英語が喋れない

ので、このままだと取り残されるのではないかと不安を抱えています。英語の勉

強を始めたいが英会話教室はお金もかかるかもしれないので、公民館で講座があ

れば参加しやすいのではないかと思います。我々の世代は英語に興味があると思

いますので、まずニーズを把握するということが非常に大切だと思いました。

議長：  公民館だよりを昼間のうちに回され、見ることができないとすると、Facebook

等、若者が使っているものを活用しないと本当の意味で若者に見てもらえず、来

づらい環境にあるのではないかと思います。それから英語に関心のある人は多い

と思いますので、やはり今後は各公民館で講座に取り入れ活かしていければ良い

と思います。グローバルな時代ですから、海外で仕事や勉強をされた方が地域に

はたくさんいると思います。そういう人材を活用しながら、地域で活かされると

良いと思います。

高崎市会長：それでは高崎市の皆さんも一言ずつお願いします。
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高崎市公募委員Ａ：私は使う側からの意見になりますが、皆さんのお話を聞いていると受

け入れ態勢はあると思いますので、住民からの発信が大事だと思います。私はある

公民館で評判の良かった講座を別の公民館の主事に話し、その講師を紹介しました。

高崎市新町地区選出委員：新町は合併で高崎市になりました。合併すれば１小学校区１公

民館になると思っていましたが、実現していませんので、１小学校区１公民館に

向けた取り組みを進めています。公民館活動の中で、子どもたちが公民館を利用

することは少なかったのですが、最近は多く活用されるようになりました。新町

地域は国道１７号とＪＲ高崎線で区切られており、新町第一小学校区域には新町

公民館がありますが、新町第二小学校区域には地区公民館はありません。新町公

民館の事業を町内公民館に振っていただき、事業をしましたが、参加者の多くは

地域の人でした。地域で何をしたら良いのか。地域づくり活動協議会や公民館で、

文化財や歴史などを大事にすることを話し合うことは大切だと思います。公民館

だよりも表面は講座、事業などを、裏面は新町に関する歴史を連載するというよ

うな動きがあります。

箕郷地区選出委員：前橋市の話を聞いて、最前線にいる公民館の館長、主事、嘱託の皆さ

ん方が元気を出すということが一番だと思います。前橋市の利用者は固定化して

いるということですが、減少するよりも良いです。固定しているということは来

ているということです。それぞれ地域に合せて工夫をされ、館を運営されている

と思います。勇気と自信を持ってやっていただけると、だんだん地域の皆さんの

足が公民館に向いてくると思います。

高崎市区長会選出委員：公民館だよりや若手を取り込む工夫、地域ぐるみの取り組みは

非常に参考になりました。公民館が地域の方にあまり知られていないのではない

か、利用者が固定されているのではないかという話がありましたが、今後、各公

民館の公民館運営推進委員会の機能が重要になってくると思います。良い事例や

今後取り組んでいかなければならない事例等をこれからじっくり話し合うことが

より大切になってくると思います。地域の話を聞いて、なるべく公民館運営推進

委員会で検討し、より良い事業ができれば良いと思っております。

高崎市会長：公民館運営審議会、各公民館に公民館運営推進委員会がどのような活動する

かということが鍵であり、両市の共通する課題だということです。

高崎市市議会選出委員：前橋市のお話を聞かせていただきまして、特にカルタを利用して

のアート展、カルタ大会、カルタウォーク等に発展させるということは素晴らし 
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い試みだと感心しました。また、若い人のチームを作り、若い人に行動してもら

うということは、本当に大切なことだと思います。英会話なども大切なことだと

思います。私も公民館の英会話教室に申し込んだところ、希望者がいっぱいで断

られました。ニーズがあるということだと思います。前橋市でもやっていると思

いますが、ＡＬＴ（Assistant Language Teacher）という先生が各学校に配置さ

れており、英語をしっかりと子どもたちに身に付けさせる教育がとても盛んにな

ってきています。高崎市も来年度、特に小学校にＡＬＴを増やそうという話が出

てきています。必要なものは変わってくると思いますので、ニーズに応えられる

ような公民館活動が今後、必要になってくると思います。また、地域の話も出ま

したが、例えば倉渕地域のように蛍や蝶を育てることは自分の地域ではできませ

んが、それに代わるものを考えながら公民館活動をやっていくことが、非常に大

切だと思います。

高崎市小学校長会選出委員：地域住民の人と交流し、地域の自然や文化を大切にして心豊

かにしていくといった取り組みの例が発表されましたが、学校でも豊かな心育む取

り組みが続いています。その中で、地域の人に学校に来ていただき、野菜作り、し

め縄作り等、いろいろな体験学習をしていますが、今度は逆に子どもたちが家庭や

学校から地域に出て、地域の人と交流する機会が必要だと思いました。ＰＴＡや子

どもたち等が、地域と関わりを持てるようなことも考えて、取り組んでまいりたい

と思います。

高崎市ＰＴＡ連合会選出委員： ＰＴＡの連合会は、月に１回以上、本部会議等で利用して

います。１００人以上が集まる時はこの集会ホールを利用しています。それぞれ

の地域の活動の中で、子育て世代とＰＴＡが関わっている地域は多くはないと思

います。自分なりにこれから何ができるのか考えていましたが、地域のＰＴＡと

各公民館を運営される方たちの意見交換をする場が必要であれば、市Ｐ連として

意見交換会の場を作ることが良いと思っていました。 

高崎市ユネスコ協会選出委員：私は吉井地域の馬庭小学校区に住んでいますが、吉井地域

には地区公民館が１館しかありませんので、１小学校区１公民館を実現してもら

いたいと思っています。公民館活動については後進地域ですが、地域づくり活動

協議会、生涯学習推進員、公民館が協力し、小学校の運動会、どんどん焼き等、

地域の活動を盛り上げ広げています。１小学校区１公民館が望ましいが、経費的

に難しければ、現在ある施設を利用する、主事だけでも配置する、または地域づ

くり活動協議会の予算を充てる等、方向性が見えてきたような気がします。
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高崎市会長：吉井地域は入野小、馬庭小、吉井小、吉井西小、多胡小、岩平小、南陽台小

の７つの小学校があるのですが、公民館は１つしかないということの説明です。

高崎市学識経験者Ａ：情報の資本の共有は非常に重要だと思いました。ここで得たヒント

を持ち帰り、どうやって自分たちの中で消化させていくのか懸念を抱きました。

画一化せず、むしろ独自性を持ち、このまま突き進んでいただきたいと思います。

カルタの話、若者の取り込み方もおもしろく、その地域ごとにいろいろな特色が

ありますので、次回このような会があったら、悩みや取り組みについて、バラエ

ティ豊富な話を聞かせていただきたいと思います。

高崎市学識経験者Ｂ：住民自治の拠点としての公民館活動は、地域に根ざしたいろいろな

活動事例で、公民館活動の骨子に沿った市民サイドの運営になっていると思いま

す。今年度の答申の案では、新しい時代を迎えての公民館のあり方の問いかけが

行われています。１つは地域に根ざした地域住民の声を聞き届けてやっていこう

ということ、もう１つは公民館の専門性をもっと高めていったらどうかというこ

とだと思われます。例えば地域人材の発掘・連携というような新しい視点で作成

されていました。今回の答申案はノウハウの形で問いかけており、今後、公民館

の各団体が刺激を受け、やり方を再度洗い直すというような動きに繋がっていく

のではないかと思いました。

議長：  出席者の皆さん全員に発言をいただきました。なかなか不慣れな座長で申し訳

ありませんでしたが、いろいろな意見、課題等もいただきました。各公民館の代

表の館長もおりますし、いろいろな事業を展開していただきたいと思いますし、

公民館運営審議会の皆さんには、これらを参考に、今後、審議会の中で検討を続

けていただけたら大変ありがたいと思います。

２ 平成２５・２６年度答申審議（高崎市審議） 

会長：  専門委員でまとめたものを答申案として、配布させていただきました。最後の

専門委員会が２月１６日に開催されますので、それまでにご意見や記載する事例

等がありましたら、提出してください。それを受けて専門委員会で再調整し、次

回の審議会で決定し、本年度中に公民館連絡協議会に答申します。新年度に代わ

られる館長さんもいらっしゃるので、改めて４月以降に公民館連絡協議会で話を

するということでよろしいでしょうか。 

     ご意見あればご発言ください。 
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箕郷地区選出委員：答申案の項目が（１１）までありますが、文言が「～してください」

であったり、「～しましょう」と表記されていたり、統一されていないので、見直

していただきたい。 

学識経験者Ｂ：具体的に記載されており、良いと思います。しかし、項目が羅列されてい

るように感じます。（６）と（７）を逆にして、（７）の最後の２行を（６）の最

後に加え、そこで区切る。前半はノウハウについて記載されています。（８）、（９）、

（１０）では、公民館や地域の実情があれば、それが一番大事なので、公民館の

特性を活かしたやり方で良いと言っていますので、前半とは内容が異なります。 

     図書活動については、ノウハウの方に入れ、（５）の後に（１１）を入れた方が

良いのではないでしょうか。公民館事業の見直しの中に図書活動の見直しを入れ、

（８）、（９）、（１０）で、地域の公民館運営推進委員会で、自分の地域の公民館

を愛してくださいというまとめになるのではないかと思いました。 

ユネスコ協会選出委員：９ページの（９）、１小学校区１公民館については、すぐに実現で

きない状況です。４４公民館長は公民館連絡協議会の構成員になっているので、

勉強や研修の場がある。建物の整備、主事の配置は経費がかかることなので、ま

ずは町内公民館長が研修会等に参加してもらえば良いと思います。馬庭小学校区

には３町内公民館があり、その中に代表館長がいますので、代表館長が出席すれ

ば、内容を伝達することができ、出遅れるということもなくなると思います。 

会長： 館長会の意見と同時に中央公民館への意見でもありますね。 

新町地区選出委員：地域づくり活動協議会との関係はどうですか。 

ユネスコ協会選出委員：馬庭小学校区はクリアしています。地域活動づくり活動協議会の

中に生涯学習推進員がいて、生涯学習推進員、イコール、３人の町内公民館長、

代表館長も決まっています。 

新町地区選出委員：地域づくり活動協議会の配下に、公民館があるという形ですよね。 

会長：  馬庭小学校区には３つ町内公民館がある。そこの館長さんが生涯学習推進員に

なっており、地域づくり活動協議会のメンバーにもなっているという構造になっ

ています。 

ユネスコ協会選出委員：新町地域も公民館をもう１館設置したいところですよね。研修に
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代表公民館長に加わっていただき、新しい公民館を建てるのではなく、どのよう

な建物を小学校区の公民館にするか、主事の設置等を検討していく。取りあえず、

町内公民館長が研修に加わり、素地を作るということであれば、経費もかからず、

すぐにできます。 

会長：  ユネスコ協会選出委員さんの地域と状況が違うのは、新町地域は新町第二小学

校区内に区ごとの館長さんがいないということです。ですから、誰に研修に参加

していただくかということになりますね。 

吉井地区選出委員： 同じ吉井地域でも、私の住んでいる吉井小学校区は馬庭小学校区と

は異なります。地域の広さも違い、町内公民館長さんもたくさんいるので、１人

の館長さんの参加というのは難しいかもしれませんので、馬庭小学校区と同じよ

うな単位で参加していただいたら良いと思います。 

会長：  いろいろな事情な中で、どのような形で行なうのかは、それぞれの地域の知恵

の出し方ですね。 

副会長： それぞれの地域にあったやり方でやってくださいということですね。 

ユネスコ協会選出委員：公民館連絡協議会は４４館の館長で構成されている。小学校数は

５８校ですので、それほど増加するわけではない。地域も少し広がる。選出方法

を工夫すれば良いと思います。 

会長：  検討してくださいということですね。 

区長会の役割は重要ですね。 

石井委員：公民館運営推進委員会には区長さんが出ています。自分の地区ではあまり機能

していないと思います。１回目は館長の選任、２回目は経過報告で終わってしま

い、皆で話し合うことがない。公民館ではいろいろなことを行なっているので、

もっとＰＲした方が良い。利用者を固定化させないように、皆で話し合えば良い

と思います。次回、提案したいと思っています。新しいことを何かやる、反省を

して、次に何をやるか再度考えるということが大切であると思います。 

     私の地区にも３つ公民館があるが、活動内容が異なります。各公民館で良いと

ころを積極的に取り入れていけば良いと思います。 

学識経験者Ｂ：結びの言葉についてですが、答申案で自分のところはどうなっているか、



17 

理念だけではなく、困難な点等も含めて検討することができます。ですから、結

びの言葉はもう少し強く、活動を洗い直し、課題を取り上げ、年次計画に取り込

んでくださることを期待するというようにされたらいかがかと思いました。今ま

での答申は、理想の形を示し、ご判断くださいというようなものでした。せざる

を得ない、振り返えざるを得ないというところまで言及した答申は初めてで、と

ても丁寧な答申だと思います。 

会長： ２月１６日までにできるだけ整理しますので、皆さん、文章で提出してください。 

    来年度は館長、主事、あるいは公民館運営推進委員長と意見交換ができるように

することが必要ですね。審議をするというのは我々が意見を出すだけではなく、皆

さんの意見を聞くこと、調査、ヒアリングをすることも重要です。 

報告事項

事務局 ・次回の専門委員会及び公民館運営審議会開催について


