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平成２７・２８年度 第５回高崎市公民館運営審議会 会議録 

開催日時  平成２８年３月７日（月）午後 1時３０分から２時３０分 

開催場所  高崎市中央公民館  第１集会室 

議題    １ 平成２７・２８年度諮問について 

      ２ 平成２７年度高崎市公民館事業実績報告について 

公開・非公開区分  公開

出席委員（１７人）

樋口克己委員 ・ 荻原馨委員  ・ 小屋美香委員 ・ 綾部園子委員 

山崎紫生委員 ・ 小見勝栄委員 ・ 吉村晴子委員 ・ 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・ 岸敏郎委員   ・  新利恵子委員 ・  飯塚幸江委員 

柴山益子委員

欠席委員（３人）

   相模透委員  ・ 綱島直也委員 ・ 広瀬雅美委員

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・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・樋口亮一次長・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５回高崎市公民館運営審議会 議事録 

議事

１ 平成２７・２８年度諮問について

会長：  平成２７・２８年度諮問について、中央公民館長から説明をお願いします。

中央公民館長：お手元の資料をご覧ください。答申を受け、審議会委員の皆様にご意見を

伺いながら、公民館は事業等を進めてまいりました。今回も館長会議の中で協議

を進め、まとめさせていただきましたので、本日、諮問をさせていただきます。

    （諮問文を読み上げる）

     検討を要する事項の理由につきましては、別紙をご覧ください。「これからの地

域社会に求められるあたらしい公民館事業のありかた」につきましては、今後、

人口減少が予想されますが、本市は増加傾向にあります。４本柱の事業につきま

して、前回もご意見をいただいておりますが、改めて深く切り込んでいただきた

いと思っております。学校やＮＰＯ法人、ボランティア団体等の連携・協力、地

域資源についてもご意見をいただければありがたいと思っております。

「望ましい施設提供のありかた」につきましては、合併後１０年が経過したと

ころで、総合的なガイドラインのあり方についてご意見をいただきたいと思いま

す。公民館職員が過去に作成した「公民館利用ガイドライン」は、施設提供の判

断基準ではありますが、委員さんのご意見をいただきたいと思います。公民館図

書室とボランティアのありかたについては、図書の貸し出しは週に１回、２回等、

館によって異なります。会議等で使用することもありますが、貸し出し日以外は

閉まっていることが多いです。施設のあり方やボランティアの高齢化等の問題等、

実態を知っていただき、ご意見をいただきたいと思います。また、２７館に配置

している公民館管理人について、現状をご確認いただきたいと思います。町内公

民館との連携・協力について、ご意見をいただければと思っております。

     よろしくお願いいたします。

    （諮問文を会長へ渡す）

会長：  全体的なことで、コメント、ご質問、ご意見等がございましたら承りたいと思

いますが、いかがでしょうか。

箕郷地区選出委員：諮問のテーマですが、「これからの地域社会」と「新しい公民館」とあ

りますが、「これから」には「新しい」という内容が含まれているのではないかと

思われますが、このことについて、考えを教えてください。
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中央公民館長：中央教育審議会の答申等でも「新しい公民館のありかた」という表現は使

われており、学校だけではカバーできないということで、「新しい」という表現を

用いています。

箕郷地区選出委員：中心になるのは公民館のあり方だと思うのですが、ライフアップ推進

事業等を作る視点と絡め、「新しい公民館のありかた」とはどういう内容をどのよ

うに考えていけばよいのですか。

中央公民館長：過去の諮問・答申の一覧をご覧ください。時代に合った諮問、答申をして

いただいてきたと思います。貴重なご意見をいただき、活かしてきたわけですが、

変化している現代社会の中で公民館はどうあるべきか。ライフアップ推進事業等

の各事業についてご意見をいただいてきましたが、改めて、今後、事業をどのよ

うにしていけばよいかをお伺いしたいと思っております。

会長：  検討する事項は、公民館事業のあり方について、絞るということでよろしいの

でしょうか。

中央公民館長：はい。

ユネスコ協会選出委員：別紙に検討を要する事項の理由がありますが、それを切り口とす

ることでよろしいのでしょうか。

中央公民館長：はい。

学識経験者：諮問文に「いかにあるべきか具体的に調査審議のうえ」とあり、「調査」とい

う言葉が用いられています。今までは審議会では、あるべき形を整えるというも

のでした。「調査」という言葉が使われているので、公民館の利用者等への具体的

な調査、アンケートの実施等を行い、現状を知るということまで含まれていると

いうことなのでしょうか。

中央公民館長：必要に応じて、「調査」をしていただくこともできます。

会長：  例えば、施設提供については、現地に出向き、調査をすることも要求されてい

るということですね。それに基づき、答申を取りまとめるということのようです。

     他に明確にしたい点等はございますか。

それでは、ないようですので次の議事に進めさせていただきます。
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２ 平成２７年度高崎市公民館事業実績報告について

会長：平成２７年度高崎市公民館事業実績について、説明をお願いします。

事務局： 「平成２７年度高崎市公民館事業実績」をご覧ください。この実績につきまし

ては平成２７年１２月３１日時点で調査し、まとめたものですので、１月から３

月に実施したものは集計されておりません。

目次をめくりますと「構想図」がございます。「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本柱を掲げ、これに基づき、中央公民館及び地区公

民館は事業を行なっています。

本日は、中央公民館の事業を中心に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

で行い、「子どもを伸ばすほめ方・叱り方」をテーマに基調講演とグループディス

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子育ての悩みや不安を

話し合って解決していくことを目的に行いました。今年度は定員をはるかに上回

る応募がありましたので、受講の機会を増やすために、２回開催しました。「イキ

イキ孫育て講座」は、実技や演習を取り入れ実施しました。「少年少女体験活動支

援」の「夏休み！元気キッズ！」は、子ども同士が遊びながらお互いを尊重する

レクリエーション等を通し、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、

西遊記を題材に、衣装作りや舞台背景の制作、また、演じる活動を通して、高学

年児童のリーダーシップや相手を思いやる気持ち、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。「社会課題を考える」事

業につきましては、若い世代に社会教育に馴染んで、公民館を知ってもらうこと

を目的に「高校生のための社会教育講座」を開催しました。ＮＰＯ法人キャリア

倶楽部理事長を講師に迎え、グループ意識とチーム意識の違いからコミュニケー

ションをとる活動を通し、社会教育を学びました。「市民公開講座」は立正大学の

デリバリーカレッジで、夏に３回実施しました。「地域ぐるみの防災講座」では講

義だけではなく、災害図上訓練、避難所運営ゲームの実習に加え、石原町西部第

１自主防災会長さんを交えて協議を行いました。「たかさきパパ塾」では日中開催

の講座に参加できないお父さんのために夜間開催を試みました。簡単な遊びや絵

本を通し、子どもとのふれあい方法を学び、最終回は家族と一緒にコンサートを

楽しんでいただき、好評でした。

「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、「たかさ

き再発見講座」を９月から１０月に、高崎市の変革を後世に伝える人材の育成を

目的として行いました。今回は、世界記憶遺産に向けて取り組んでいる上野三碑
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についての講義も盛り込みました。また、実地の講座として「歩いて再発見！近

世の高崎」では、１１月に吉井地域に点在する多胡・矢田の史蹟の散策を行いま

した。１日目に座学、２日目に散策という日程は参加者に好評でした。続いて、

男女共同参画の視点から実施している「初めての男性料理教室」、「秋の男性料理

教室」は毎回好評です。今年度、新規講座である「今日から始める終活講座」は

終活あんしんネットワークに講師を依頼して実施しました。終活については関心

が高く、大変好評でした。

今年度の新規事業は、ライフアップ推進事業では「高校生のための社会教育講

座」、「たかさきパパ塾」、キャリアデザイン支援事業では「今日から始める終活講

座」の３事業です。

「地域づくり支援・ボランティア養成事業」の「ファシリテーション入門講座」

は、育成会指導者等を対象に少年少女体験活動の指導者養成を目的に行ないまし

た。参加者から「入門講座があるのならば中級講座、上級講座はあるのか」と質

問をいただくほど、大変興味深く受講していただきました。

     図書ボランティア活動支援事業につきましては、今年度は、人材発掘の観点か

ら、図書ボランティアグループのみを対象とせず、広く市民へ参加を呼びかけて

実施しました。初心者を対象とした「読み聞かせボランティア養成講座」と各地

域で図書ボランティア活動をしている人を対象とした「読み聞かせ SKILL UP 講座」

を開催し、読書活動へ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い

ました。

     なやみごと相談事業は、高崎カウンセリング協会のカウンセリング講座の修了

者８人が火曜日、金曜日の午後１時から４時まで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ませんので、本資料には数字を掲載していません。

参考までに、昨年度は、開設日が７９日、面接回数は１１１回でした。

３ページは学校・団体・ＮＰＯ等と連携して実施した事業を記載しています。

４ページは職員研修について記載しています。群馬県公民館研究集会兼公運審

部会研修会全体研修会、西部ブロック公民館研究集会、高崎市公民館研究集会、

ブロック別課題研修報告会では、委員の皆様にお世話になりました。

中央公民館の事業については以上でございます。

５ページからは、４３館の地区公民館の１２月末現在の集計で、７ページから

は、観点別に事業を紹介する形で掲載しております。目次の「２ 小・中・高・

大学等との連携事業」から「２２ 公民館の部屋の貸し出しについての工夫」ま

で、細かな観点から記載させていただいております。「※」印がついているものは、

今年度新たに取り組んだ講座です。新規に実施した講座は、中央公民館では３件、

地区公民館では、１２月末現在で１１９件です。

４３ページの「うまくいった・手ごたえがあった事業」は昨年度も紹介させて

いただいたのですが、昨年度末、委員さんから「うまくいった事業だけでなく、
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逆に思うようにいかなかった事業も挙げ、今後の見通しも含めて掲載してほしい」

というご意見をいただきました。新たに４７ページに「検討を要する事業」とし

て、実施をしてみたが、意図したよりもうまく運ばなかった事業ということで、「う

まくいかなかった事業」を掲載させていただきました。これらについては、来年

度に向けて検討していきます。

事業実績につきましては、以上になります。

会長：  事業実績について説明していただきました。たくさんの面白い講座が行われて

おりますので、目を通していただければと思いますが、この時点でお気付きの点

はありますでしょうか。「うまくいった事業」や、これから「検討を要する事業」、

また、学ぶ内容、テーマ別に「地域の自然、歴史・文化、産業等に重点をおいた

事業」、「伝統芸能を守る拠点として実施した事業」、「地域人材発掘や育成に重点

をおいた事業」等、様々な観点からまとめられています。また、今回、諮問を受

けました「ＮＰＯ法人や関係団体との連携事業」や、「小・中・高・大学等との連

携事業」も実績として取りまとめられていますので、参考にさせていただき、答

申に生かせればと思っております。

副会長： なやみごと相談事業はどのようなシステムなのですか。対応するのは公民館職

員なのか、専門家なのか。また、具体的にはどのような相談内容が多いのですか。

事務局： なやみごと相談につきましては、高崎カウンセリング協会に依頼して実施して

いる事業です。中央公民館で行なわれる、カウンセリング協会の研修修了者に、

ほとんどボランティアで行っていただいており、どのような悩みでもお話を聞き

しますというスタンスで行っております。相談内容につきましては守秘義務がご

ざいますので、事務局は関知しておりません。

会長：  なやみごと相談のチラシでは「ご存知ですか 公民館での相談」と呼びかけ、

続けて「人間関係や子育て、家族や家庭のこと、あるいは将来のことで、不安や

悩みを抱えておりませんか？そんなあなたの相談をお受けします。お気軽にご利

用ください。」と書かれています。予約制で、火曜と金曜の指定時間に相談を受け

ることができるそうです。

箕郷地区選出委員：「検討を要する事業」をざっと目を通したのですが、参加人数が少ない

というものが多く記載されていました。公民館のあり方を考える時に、事業内容

を考えなければならないのかなと思いました。公民館事業実績を次年度にどのよ

うに繋げていったらよいでしょうか。各事業において、参加人数が少ないという

反省が多く、内容について検討されていないような気がします。
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事務局： 「うまくいかなかった事業」は、初めて設けた設問でしたので、主事側もどう

いう基準で、何を挙げればよいのか、迷いがあったと思われます。従って、今年

度は思ったよりも人数が集まらなかったことに、焦点が当たってしまったようで

す。委員さんのご意見を伺い、今後は設問の仕方も十分に考え、うまくいかなか

った原因を探れるような設問にしたいと思っています。各地区公民館には公民館

運営推進委員会がありますので、その中でも、各地区公民館の事業等も検討され

ると思います。

会長：  各講座の受講生に対して実施するアンケートの項目によっては、ただ検討を要

するというよりも、うまくいかなかった点は、新しい講座を企画するヒントにも

なると思います。箕郷地区選出委員さんは参加人数が評価の基準になるのかとい

うご提起もなされたのだと思います。アンケートの項目についても再考する必要

があると思いました。

榛名地区選出委員：「公民館だよりの活用についての工夫」ということで、榛名地区の運営

推進委員会でお話したのですが、回覧板は上が閉じられて回ってきますので、紙

面の上が見えません。ですから公民館だよりの表面右下に「榛名公民館だより○

月○日号」と表記するよう提言しましたら、早速取り入れてくださいました。

会長：  それはいいご提案ですね。他にご意見はございませんか。

吉井地区選出委員：回覧板は回さなければならないので、関心のあるものがあればメモを

とられていると思います。私はコピーをとっています。パソコンで検索される方

は少ないと思います。どうしたら地域の方に見てもらえるのか。公民館事業へ参

加する方は決まった方が多いと思うので、参加していない方に公民館へ来てもら

えるような方法や工夫があったら教えていただきたいと思います。

学識経験者：この講座に参加してみようと思われるようなチラシの作り方等の勉強会を開

いたらよいのではないかと思いました。

国際交流協会選出委員：金古公民館は、非常にユニークな、表紙を開いてみたくなるよう

な公民館だよりを作っていて、審議会や西部ブロック公民館研究集会で披露して

いただきました。他の公民館も刺激を受け、改善されてきています。しかし、回

覧板の回覧物がとても多い。公民館だよりを一緒に回すと、公民館だよりがどこ

に入っているのかわからない。そこで、私は地元の公民館主事に、１日号は回覧

物が多いので、枚数が少ない１５日号に回覧したらどうかと提案しました。主事

に考えて回覧するようにしてもらっています。
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区長会選出委員：私は地元の情報を一番上にして回覧しています。公民館だよりはいつも

上の方です。機会がありましたら区長会などでも話したいと思います。

国際交流協会選出委員：私の地域もそうしています。まずは町内関係のもの、町内だより、

次に公民館だより、次に駐在所などの犯罪情報等の順に閉じています。

倉渕地区選出委員：倉渕公民館の公民館だよりは、Ｂ４用紙で印刷されています。表面に

は事業の案内、例えば「道祖神の里めぐり」の開催についての案内が記載されて

おり、公民館利用予定や新着本の案内は裏面に記載されています。広報高崎等と

一緒に配布されますが、公民館だよりは目立ちます。

吉井地区選出委員：吉井公民館は、「吉井公民館」の「吉」と「公」を取って「吉公 Kikko」

と言っており、公民館だよりは紙面を「Kikko Kikko Kikko …」等の文字で囲ん

だものを作成したりしています。「吉公ってなんだろう」と注目を引き、興味を持

ってもらえる。「おもしろいアイディア」だという声を聞きます。

ユネスコ協会選出委員：「公民館だよりの活用についての工夫」の吉井公民館の例で、「ス

マートフォンの普及にともない、回覧時だけでなく、いつでも携帯電話で確認で

きるよう、独自のＱＲコードを作成し、掲載している」とあります。我々の世代

は紙媒体ですが、若い世代は情報をインターネットで得ていますので、公民館だ

よりやＰＲは、この例のように行なえばよいと思います。また、時々、ホームペ

ージがあるということも広報すればよいと思います。ユネスコ協会も昨年、ホー

ムページを立ち上げました。効果についてはわかりませんが、若い世代はネット

で検索する機会があると思っています。

会長：  新規の方を取り込むための新しい手段であり、期待できると思います。

「高崎市公民館事業実績」につきましては、目を通していただき、今後、答申

作成の議論の中で活用させていただきたいと思います。

それでは議事はこれで終わらせていただきます。

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

会長：  以上をもちまして、第５回高崎市公民館運営審議会を閉会させていただきます。

ご協力いただきまして、ありがとうございました。


