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平成２７・２８年度 第４回高崎市公民館運営審議会 会議録 

開催日時  平成２８年２月２日（火）午後１時３０分から３時 

開催場所  高崎市新町公民館 集会室 

議題    １ 新町公民館の現状と課題について 

      ２ 情報交換 

公開・非公開区分  公開

出席委員（１４人）

広瀬雅美委員 ・ 樋口克己委員 ・ 荻原馨委員  ・ 小屋美香委員 

山崎紫生委員 ・ 小見勝栄委員 ・ 渡邊幹治委員 ・ 石井茂委員 

関正委員   ・ 町田俊雄委員 ・ 中司恵理委員 ・ 丸茂ひろみ委員 

新利恵子委員 ・  柴山益子委員

欠席委員（６人）

   相模透委員  ・ 綱島直也委員 ・ 綾部園子委員 ・ 吉村晴子委員 

   岸敏郎委員   ・ 飯塚幸江委員  

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 

矢島繁中央公民館長・中村仁寿社会教育課長・堀口雅敏新町公民館長

小野勝久館長補佐・信澤進次長・横尾律男次長・笠原伸良次長・大野雅美主査

原いずみ行政嘱託

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２７・２８年度 第４回高崎市公民館運営審議会 議事録 

議事

１ 新町公民館の現状と課題について

会長：  次第に沿って議事を進めたいと思います。新町公民館の現状と課題につきまし     

て、新町公民館長さんからご説明いただきたいと思います。

新町公民館長：お世話になります。館長の堀口です。本日は、新町公民館にお越しいただ

きまして、ありがとうございます。配布させていただいた「高崎市新町公民館利

用案内」と「高崎市新町公民館事業案内」をご覧ください。本日は「高崎市新町

公民館利用案内」に基づき、説明させていただきます。

     新町は平成１８年１月に高崎市と合併し、「生活都市ゾーン」として位置づけら

れています。特徴はなんといってもその面積の狭さで、東は埼玉県、南と西は藤

岡市、北は玉村町と四方が他の市町村と接し、高崎市とは隣接していません。東

西南北は約２キロずつで、面積は３．７４平方キロメートル、居住面積は

２．８８平方キロメートル、昨年１２月末人口は１２，４８０人、５，５３９世

帯で、合併時からほぼ横ばいです。この地域には１０の町内会があり、新町支所、

社会福祉協議会の支所、東には陸上自衛隊新町駐屯地、西には旧新町屑糸紡績所

があります。小学校２校、中学校１校、大学１校、また、この公民館の他に９つ

の自治会館、文化ホール、保健センター、図書館、温水プールがある他、長寿セ

ンター、体育館、コミュニティセンター、グラウンドが各 2箇所ずつあります。
     合併後、当館は、３つあったコミュニティセンターのうちの１つを増改築し、「人

とのふれあい」、「地域とのふれあい」を目的に生涯学習の拠点として、平成１９

年度から運用しています。

     現在、職員体制は館長、主事、嘱託職員の４名で、平日の夜間及び土日の貸館

業務は、高崎市シルバー人材センターに委託し、建物清掃等も専門業者にお願い

しています。当館の特徴は子ども、高齢者や身体の不自由な方にも使い易いよう

に配慮し、各フロアに段差がないことです。また、エレベーターは出入口の近く

に配置し、身体の不自由な方やおむつ替えで利用できる多目的トイレもあります。

１階には研修室、和室、２階には会議室、集会室、多目的室、調理室があります。

１階研修室と２階集会室は防音対策を施しております。

講座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等を柱に実施し、内容にもよりますが、参加者は６０歳前

後の女性が主流となっております。事業内容といたしましては、箱根駅伝に出場

した上武大学の駅伝部を招き、子どもたちに走る楽しさを教えてもらったり、毎
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年、文化財調査研究会に依頼し、文化財めぐりを行っています。また、町や商工

会との行事と連携しており、ひな祭りの時期には当館にも３台のひな飾りを設置

し、七夕祭りには生涯学習推進員が中心となり、そうめん流しを行っています。

お配りした「新町文化財マップ」は新町地域づくり活動協議会と新町文化財研究

会が編集等を行い、今年１月に新町の町内毎戸に配布しました。貸館については

サークル数が６０以上あるため、毎日いずれかの団体が利用しています。公民館

の駐車場は狭いのですが、町が狭いこともあり自転車や徒歩の来館者が大多数を

占めております。誰もが自由に集え、帰る時には笑顔で帰られるように努力して

おります。

会長：  これから館内をご案内していただいて、戻りましたら、質問等の時間を設けた

いと思いますので、よろしくお願いいたします。

～館内見学～

会長：  先ほどの館長さんからのご説明の内容や館内を見学させていただいた際のご説

明等で質問がありましたら、館長さんにお答えいただきたいと思います。

箕郷地区選出委員：課題等があればお話しください。

新町公民館長：課題は駐車場が狭いことです。第２駐車場は商工会の方にあり、商工会と

共同で使用していますので、駐車できる台数も決まってしまいます。しかし、自

転車や徒歩の来館者が多いので、トラブルは特にはございません。

箕郷地区選出委員：事業報告を見ると、子どもたちが気軽に立ち寄れる公民館にしたいと

いう記述がありますが、先ほどの説明では、６０歳代の女性が多いということで

した。小さい子どもの参加の状況を教えてください。

新町公民館長：子ども向けの事業に関しては、昨年のクリスマス時期にキャンドル作りを

予定しましたが、集まりませんでした。それは、新町地域では文化ホールや他の

施設が多くあり、同じような事業を実施していることにもよるかと思われます。

他の施設と事業内容が重ならないように開催していきたいと思っております。

箕郷地区選出委員：箕郷地域には４１区がありますが、公民館は箕郷公民館１館しかあり

ません。新町地域は１０区で公民館は１館ですが、利用者からは公民館が少ない

というような声は出ていないですか。
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新町公民館長：新町地域は南コミュニティ、西コミュニティが利用できます。その他に全

ての区に自治会館があります。筋トレは社会福祉協議会が主催で開催しており、

長寿センターでの開催が主流です。

箕郷地区選出委員：箕郷地域は各地区に集会所があり、そこを中心に活動されているので、

新町地域についてお伺いしました。ありがとうございました。

吉井地区選出委員：吉井地域では、吉井公民館で、子ども向けに「おもしろ科学教室」を

開催しており、とても盛況です。新町公民館では子ども向けの事業を開催してい

ますか。

新町公民館長：子ども向けの事業はスポーツクラブでも各種イベントを行なっていますの

で、重複しないようにいろいろと行っています。夏休みのバスでの社会見学は盛

況です。

吉井地区選出委員：バスでの見学は新町地域を見学するのですか。

新町公民館長：昨年は、群馬地域のかみつけの里博物館で、はにわ作りについて学んだり、

日本絹の里では繭クラフト作りをしました。

吉井地区選出委員：ありがとうございました。とても楽しそうで参加したくなりました。

国際交流協会選出委員：新町地域は国道１７号と高崎線が通っているため、地域が分割さ

れたようになっていますが、線路の北側にある公民館の主催したイベントに、線

路の南側の人たちは参加しにくいということはないのですか。

新町公民館長：当時は南側にも公民館を設置して欲しいという意見もありましたが、最近

は、線路の南側の方もここを利用されています。また、線路の南側にあったスー

パーがすぐ隣に移転したので、スーパーに来ながらここにも寄ってくださる方も

多いと思います。新町地域は一番遠くても１．５キロメートル位の距離ですので、

徒歩や自転車の方がかなり当公民館を利用されています。

会長：  買い物のついでに公民館に寄るというのは良いですね。

区長会選出委員：大変設備が良く、驚き、羨ましくなりました。車椅子の方の利用状況を

教えてください。
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新町公民館長：車椅子対応も可能なのですが、私が着任しました昨年４月からは車椅子利

用の方はお見えになっていません。

倉渕地区選出委員：陸上自衛隊新町駐屯地がありますが、平成２６年度事業報告の中の地

域づくり支援・ボランティア養成事業の中で、駐屯地見学の講座を行なってい

ます。その内容を教えてください。

新町公民館長：この事業は、第６ブロックの生涯学習推進員事業として実施し、毎年行な

っているものではありません。駐屯地に協力依頼し、自衛隊のことを勉強させ

ていただきました。

ＰＴＡ連合会選出委員：他の施設のいろいろな事業と重複しないようにしているという説

明がありましたが、重複しないように、情報交換や協力体制を作るために定期

的に集まったりしているのでしょうか。

新町公民館長：毎月、支所の会議で、町で行われるイベントや公民館の事業等の情報交換

を行ない、なるべく重複しないようにしています。商工会については、１年間

の行事予定を教えていただき、連絡、協議を行なっています。例えば、「しんま

ち桜まつり」は自衛隊や商工会等が関わるものですが、その日は公民館では事

業を行わず、桜まつりに皆が行けるように連携を取らせていただいています。

ＰＴＡ連合会選出委員：関係者が一堂に会することはありますか。

新町公民館長：ありません。

会長：  住民や関係機関へ回覧できるような年間行事予定表等はできているのでしょう

か。

新町公民館長：できていません。

会長：  関係者はわかるでしょうが、住民はどのようにして知ることができるのでしょ

うか。

新町公民館長：公民館だよりは支所を通し、全区に回覧しています。

会長：  ホームページはできているのですか。１箇所を見れば全部の情報がわかるよう

なものはないのですか。
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新町公民館長：市のホームページを見ていただくのが一番良いと思います。

市議会選出委員：私は倉賀野町に住んでいますので、倉賀野公民館と新町公民館を比べ、

羨ましく思いました。倉賀野公民館は３階建てですが、エレベーターはありませ

ん。住民の方からエレベーター設置の要望がありますが、建物も古く、構造上設

置できないので、皆さんには理解していただいています。今年、倉賀野公民館は

館長が変わりましたが、人が変わるとやることも変わってきます。講座やサーク

ル等も新しいものを取り入れ、今年度はさらに活性化してきました。新町公民館

のサークルの活動内容を拝見し、今年度、倉賀野公民館で実施した、スポーツ吹

矢は、新町公民館を参考にしたのかなと思いました。また、地域の方が公民館を

利用し、気持ち良く帰っていただくことは一番重要だと思っています。そういう

意味では新町公民館は施設も新しく、環境も素晴らしい。倉賀野地域もバイパス

や高崎線が通り、地域が分割されたようになっていますが、公民館は活性化して

いきます。新町公民館は参考にしたい公民館です。

箕郷地区選出委員：コミュニティセンター、自治会館は公民館とはどのように違うのです

か。

新町公民館長：コミュニティセンターは支所の管轄で、常駐勤の管理人はいません。鍵を

管理人のところに借りに行き、返しに行かなくてはなりません。そのため、コミ

ュニティの利用は少ないのかと思われます。当初、北に公民館があるため、西コ

ミュニティ、東コミュニティ、南コミュニティの３つのコミュニティを造りまし

た。公民館が古くなりましたので、西コミュニティを増改築し、公民館にし、２

つのコミュニティはそのまま残しました。コミュニティセンターの使用は地域振

興課に申し込みをします。地域振興課から管理人に連絡がいき、管理人は許可書

を見て鍵を貸すという手順です。また、自治会館は１区から１０区まであり、名

称は１区公会堂、２区公民館で、場所によっては集会所ですが、区民であれば誰

でも使えます。ただ、各自治会館はそれほど広くないので、当公民館の使用を希

望するものと思われます。

箕郷地区選出委員：箕郷地域の集会所と自治会館は同じです。区長が中心となって、管理

運営をしているということですね。

中央公民館長：参考までに、市の条例で設置しているコミュニティセンターは吉井地域に

２つ、新町地域に２つでございます。
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２ 情報交換

会長：  新町公民館では女性の利用者が多いこと、大学生を上手に活用した講座を行っ

ていること等、いろいろ参考になる点があると思います。この公民館を見せてい

ただいたことを土台にし、公民館事業について意見交換させていただきたいと思

います。新町公民館では、上武大学の学生さん、特に駅伝部との事業をどのよう

に始めたのか。大学側との交渉やきっかけ等をお聞かせいただきたいと思います。

新町公民館長：新町の公民館運営推進委員の中に上武大学の事務局長がいらっしゃいまし

て、大学側で調整し派遣していただきました。今年も箱根駅伝に出場されたので、

公民館で応援ツアーの実施について大学に申し入れましたが、実施できませんで

した。次回出場できるようであれば応援ツアーを実施できれば良いと思っていま

す。

会長：  小、中学校や高校と協力・連携して事業を行なっている公民館はありますか。

新町公民館では小、中学校とは連携を取っていますか。

新町公民館長：公民館運営推進委員に小学校長、中学校長もいらっしゃいますが、連携事

業は行っていません。公民館では協力の申し入れはしていますが、学校もスポー

ツクラブ等、いろいろなところと連携しているようです。昨年「新町文化財マッ

プ」が完成した時、地域づくり活動協議会と共催で２コースに分かれ、文化財巡

りを実施しました。その時は新町第一小学校の校庭を借り、スタート地点にし、

また第一小学校に戻るというコースでしたので、学校に協力していただきました。

会長：  地域づくり、地方創生と言われる中で、横の繋がりを広げ、地域の課題を一緒

に考える上で、公民館同士の連携のほかに、外部組織、小学校、中学校、大学、

あるいは地域にある、例えば自衛隊、企業等と連携して事業が実施できれば良い

と思います。何かご提案はありませんか。

吉井地区選出委員：小学校の２年生くらいで、町を探検するという授業があると思うので

すが、その時に公民館を見学し、公民館が行なっていることを子どもたちに伝え

る。子どもたちの興味、関心を高めるためにも公民館に一度は来てもらうと良い

と思います。吉井地域は公民館と学校が近いので行なっているのだと思います。

会長：  幼い子から小、中学生、大学生を含めて、地域の歴史、伝統文化やお祭り等に

日頃から参加をしてもらう。学校だけでは行なえないような、例えば街歩きは公

民館が夏休み等に小学校等と連携して行うことができれば、故郷を捨てない子ど
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もたちを育成できるのではないかと思います。

副会長： 新町地域では、ひな祭りなども商工会が中心となり、市外にもＰＲして実施し

ています。小さな町なのですべてのものが有機的に繋がっているのかと思います。

実際に、公民館と商工会の関係はどのようなものになっているのでしょうか。

新町公民館長：７月に七夕祭りで駅前通り等と公民館に七夕飾りをします。商工会が竹を

切って配布してくれますので、当館の玄関に七夕飾りをしています。また、子ど

もを対象に庭でそうめん流しやスポーツクラブに依頼して、手裏剣作りのような

事業を行っています。商工会ではここから１５０メートルくらい先の銀行の駐車

場でいろいろなイベントを行なっています。商工会と随時申し合わせをしながら、

いろいろなイベントに参加させてもらっています。

ユネスコ協会選出委員：私はユネスコに関わっているのですが、２泊３日で倉渕のわらび

平でキャンプをしています。その中で倉渕公民館に協力してもらい、倉渕公民館

を起点として、小中学生４０人くらいを連れ、石仏巡りをしています。小学生は

聞いてもわからないかもしれないが、中学生になるとなんとなくわかってくる。

子どもに撒いた種は何年か後に必ず芽が出るという信念を持ち、ボランティア活

動をしております。

新町公民館長：小中学校から「新町文化財マップ」を教材にしたいと話がありました。折

っていないものをパウチするということでしたので、１００部ずつ寄贈しました。

説明等が必要な場合は新町文化財研究会の方も協力してくれるということになっ

ています。

箕郷地区選出委員：新町公民館にはトイレにおむつ替えの台がありますが、講座一覧を見

せていただき、乳幼児の講座が少ないと思いました。子育てに悩んでいる若いマ

マやパパがとても多いと思いますので、乳幼児を持っているママたちを対象にし

た講座ができれば良いと思います。

新町公民館長：２７年度のライフアップ推進事業をご覧ください。今年度から子育て講座

を行わせていただきました。２回、幼児と保護者を対象に行い、５組ずつくらい

参加していただきました。

ユネスコ協会選出委員：答申の中で「１小学校区１公民館」について記載がありますが、

新町公民館長が新町地域はコンパクトにまとまっているから「１小学校区１公民

館」でなくても、やれているという話がありました。新町公民館や旧高崎地域の

公民館は近くにあるので行けますが、私の住んでいる地域の６０代、７０代の人
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が、行ける距離に吉井公民館はありません。既存のコミュニティセンター等を活

用し、ゆくゆくは人も配置し、合併地域も公平に社会教育、公民館活動の恩恵に

浴することができるようにしてほしいと思います。

会長：  新しい建物を建てるということは難しい。既存の施設、公的な場所、あるいは

市民の方が提供してくれるような場所を公民館として活用できれば良いですよね。

ユネスコ協会選出委員：既存の施設の活用についても答申にあります。

箕郷地区選出委員：箕郷地域も４１区あり、公民館は１館だけです。答申で「１小学校区

１公民館」というものを掲げていますが、ただ単に掲げるだけでなく、具体化し

ていただけるとありがたいと思います。

社会教育課長：「１小学校区１公民館」は基本ですが、合併地域にはそれぞれ特性がありま

す。例えば箕郷地域は１館ですが、規模は大きく、各地区にそれぞれ町内会の集

会所があり、充実した活動を行っております。建物を造ればいいというものでは

なく、むしろそのような所と連携を取りながら進めていくことも１つの方法であ

ると思います。吉井地域につきましても、町内に公民館が多くあり、活発に活動

されています。コミュニティセンターを公民館へ改修することについては、現行

の建物が老朽化していますので、それを先に考えなければいけないと思います。

そのようなことを踏まえ、各地域の特性を生かし進めていきたいと考えています。

吉井地区選出委員：吉井地域も公民館を造ってほしいということではありません。コミュ

ニティセンターが吉井公民館を挟んで、西と東にあり、中学校区と考えればバラ

ンスが良い。コミュニティセンターも公民館と同様に利用できることはあまり周

知されていないようです。利用者は活発に利用しています。例えば、調理室は保

健センターや他にも施設があります。施設管理者が違っていても、横の繋がりを

持てば良い。合併地域も公民館の機能を持つような施設にできれば良いと考えて

いました。先日、町内公民館で生涯学習の発表会があり、活発に活動をし、いろ

いろな勉強をしていることがわかりとても嬉しく思いました。しかし、そのこと

を地域の人は自覚していないようなので、できること、その可能性について皆で

話し合えば、さらに学習が進んでいくのではないかと思いました。

会長：  活発なご意見をいただきました。それから新町公民館長さんには当館の活動、

施設の説明等をいただき、本当にありがとうございました。

中央公民館長：配布させていただきました公民館の地図は、先日のフェスティバルで掲示
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させていただいたものです。色分けで高崎市の公民館をブロック別に分けたもの

でございます。公民館規則に基づきまして、館長１人、主事１人を配置しており

ます。職員数は全部同じではございませんが、１１１名の職員が働いております。

会長：  外に出て、他の館の施設や活動を見て、自分のところの問題に引き寄せて考え

る。高崎市内の公民館の今後のあり方について思いを馳せることもできました。

皆様からの活発なご意見を本当にありがとうございました。

国際交流協会選出委員：各公民館の公民館運営推進委員会で審議し、推薦した館長候補者

を中央公民館に報告し、さらに公民館運営審議会でその人たちに対して意見を述

べます。今まで否定的な意見はありませんでしたが、各公民館の組織の中で推薦

された人たちが審議会で否定された場合はどうなるのでしょうか。

中央公民館長：４３館中３９館に、非常勤嘱託館長が配置され、高崎市公民館長に関する

要綱に基づき、公民館運営推進委員会において候補者を推薦していただいており

ます。公民館運営審議会規則では、館長の任命について意見を述べるものとする

と規定されています。委員さんには館長候補者にはどのような方がいるのかをお

示しし、ご理解していただき、意見をいただいております。その後、３月の教育

委員会に提案し、任命することについて承認されています。

国際交流協会選出委員：聞かれたらそのようにお答えしたいと思います。

会長：  ありがとうございました。

報告事項 

事務局 ・前回審議会の会議録・議事録について 

閉会

事務局： 以上をもちまして、第４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。


