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平成２７・２８年度 第１０回高崎市公民館運営審議会 会議録 

開催日時  平成２９年３月６日（月）午後１時３０分から２時２５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年度答申について

２ 平成２９年度高崎市公民館長任命に関する意見聴取

３ 平成２８年度高崎市公民館事業実績報告・審議 

公開・非公開区分  公開

出席委員（１５人）

綱島直也委員 ・岩井真委員  ・樋口克己委員 ・荻原馨委員 

小屋美香委員 ・綾部園子委員 ・山崎紫生委員 ・小見勝栄委員 

吉村晴子委員 ・飯野茂委員  ・町田俊雄委員 ・中司恵理委員 

岸敏郎委員  ・新利恵子委員  ・柴山益子委員 

欠席委員（５人）

相模透委員  ・追川徳信委員 ・関正委員   ・丸茂ひろみ委員 

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 

松田匡子中央公民館長・黒崎喜由教育担当係長・横尾律男次長

笠原伸良次長・樋口亮一次長・大野雅美主査・菅野典子行政嘱託

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１０回高崎市公民館運営審議会 議事録 

議事

 １ 平成２７・２８年度答申について

会長：  平成２７・２８年度答申を公民館連絡協議会長へお渡しします。

    （答申を公民館連絡協議会長へ手渡す）

 簡単に答申の概要を説明させていただきます。「これからの地域社会に求められ

る新しい公民館のあり方について」の諮問をいただき、検討を要する事項として、

「これからの地域社会に求められる新しい公民館事業のあり方」と「望ましい施

設提供のあり方」が挙げられていました。答申もこの２つ分け、それぞれ提案を

させていただきました。

答申Ⅰは、公民館の４事業の見直し、社会教育施設としての役割に焦点を当て、

提案をさせていただきました。ポイントは住民主体ということです。もちろん、

住民だけでは、学習内容は決められないということはあります。しかし、住民に

地域課題を学習するということが求められています。趣味のようなものもよろし

いが、様々な課題について学習する。そして、学習プログラムを作る過程からの

住民の参加が求められているということを強調させていただきました。今までは

自分の教養レベルをアップさせる、「個人の学び」でしたが、学習したことを地域

の課題の解決に生かす、地域づくりが求められている。これからの変革する時代

を考える時、地域課題に根ざした学習が必要であり、学びの成果を是非、地域づ

くりに生かしてほしいということを書かせていただきました。

重要かつ新しい観点として、７ページの「地域資源の活用による地域づくり」

で、課題の解決方法はいろいろありますが、地域の様々な資源を活用し、課題を

解決していくことができるということを説明させていただきました。それには、

ボランティアやコーディネーターなどの役割が重要になります。そこで、ボラン

ティア等の育成の重要性を提案させていただきました。中央教育審議会の答申で

も、学校との連携の強化について書かれていますが、特に学校との連携強化とい

うことを提案させていただきました。

 答申Ⅱは、「望ましい施設提供のあり方」についてです。ここで、提案させてい

ただいたのは、学びを生かし、地域づくりにつなげるということです。公民館の

活動には学びがある。活動があって、学びがある。学びがあって、活動がある。

そのような循環が重要だということです。そして、地域コミュニティが崩壊して

いるところ、崩壊しつつあるところもありますが、そのような地域において、公

民館は皆が寄れる場所ということで、公民館の地域づくりの役割、機能の強化に



3 

ついて強調させていただきました。

１３ページでは、コミュニティ・ビジネスについて書かせていただきました。

最近では、地方創生の施策とあいまって、地域の人々が地域課題を地域資源や人

材を生かして、経済的な活動をおこなう。葉っぱビジネス等、いろいろあります

が、そのようなことも実践していったらどうでしょうという提案をしています。

稼いではいけないと言われていますが、公民館は地域の活性化をサポートすると

いうことです。「提案１０」の②で、地域の人材を生かすことはもちろんですが、

特産物を生かした商品開発、販売などを可能にするような柔軟な公民館の運営を

試みましょうと提案させていただきました。この実践を大いに期待したいところ

です。  

これからの問題として、施設提供の仕方のガイドラインについてですが、以前

に、ガイドラインを見直すような委員会を立ち上げてほしいという答申が出てい

ましたが、再度、提起させていただきました。また、公民館図書室の使い方、そ

して一番重要だと思うのですが、公民館職員の養成、パワーアップです。専門性

を高めることなどを提案させていただきました。

最終的には、一小学校区一公民館を目指しつつ、高崎市の生涯学習のテーマで

ある、「心豊かな活力ある人づくり・地域づくり」の実現に、この答申が生かされ

ることを期待するという内容になっています。

公民館連絡協議会長（中央公民館長）：審議会委員の皆様には、大変、お世話になりました。

ありがとうございました。今回の答申は、「これからの地域社会に求められる新し

い公民館のあり方」につきまして、公民館事業のあり方、望ましい施設提供のあ

り方からご意見をいただきました。地方創生が求められている、この時代に即し

た、貴重な答申であると感じております。少しでも答申に近づけるような活動を

展開できるよう、努力して参りたいと思います。貴重なご意見をありがとうござ

いました。

２ 平成２９年度高崎市公民館長任命に関する意見聴取

会長：  平成２９年度高崎市公民館長任命に関する意見聴取に移ります。中央公民館長

から説明をお願いします。

中央公民館長：平成２９年度地区公民館長の任命について、説明させていただきます。「高

崎市公民館運営審議会規則」第５条の所掌事務では、「審議会は、社会教育法第  

２９条第２項に定めるもののほか、館長の任命に関し、あらかじめ教育委員会の

求めに応じ、意見を述べるものとする。」と規定されています。常勤館長を除く公

民館長につきましては、「高崎市公民館長に関する要綱」で、推薦の手続きや任期

などを定めており、館長の任期は１年とし、推薦の手続きは当該地区公民館の公
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民館運営推進委員会が選出し、教育委員会に推薦することになっています。

今年度末で退任予定の館長は６名です。従いまして、平成２９年度は新任館長

が６名、再任館長が３３名、合計３９名の公民館長候補者につきまして、各地区

の公民館運営推進委員会から推薦いただきましたので、任命するものです。なお、

任期は平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日までの１年です。

委員の皆様からご意見をいただきました後、教育長までの承認をとる予定です。

また、本資料は個人情報、人事資料でございますので、議事終了後に回収させて

いただきますので、よろしくお願いします。

会長：  ありがとうございました。ご意見がありましたら、よろしくお願いいたします。

（発言なし）

会長：  では、特にないようですので、よろしいでしょうか。ありがとうございました。

３ 平成２８年度高崎市公民館事業実績報告・審議

会長：  平成２８年度高崎市公民館事業実績について、事務局から説明をお願いします。

事務局： 「平成２８年度高崎市公民館事業実績」をご覧ください。中央公民館と地区公民

館の事業を掲載しています。「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」という４本柱を掲げ、これに基づき事業を実施しました。

まず、中央公民館の事業について説明させていただきます。資料の１ページを

ご覧ください。「ライフアップ推進事業」は、開催予定を含め、１３講座です。「子

育て支援・家庭教育充実事業」の「パパママ講座」は、新規の講座です。中央公

民館には職員が複数おりますので、そのメリットを生かし、パパとママは別々の

講座を受講していただきました。パパは調理実習室で調理をおこない、ママは子

どもの足のトラブル防止について学び、最後に家族そろって、パパの作った料理

を食べるという講座でした。「少年少女体験活動支援事業」では、子ども達のコミ

ュニケーション能力を育成することを目的に、「みんな集まれ公民館」、「わくわく

探検隊 チャレンジャー」、「子どもは小さな芸術家」を開催しました。「社会課題

を考える事業」の「高校生のための社会教育講座」は、より良いチームづくりを

進めていくためのコミュニケーション能力や協調性、道徳性について気づかせる

ワークショップをおこないました。

 「キャリアデザイン支援事業」は、開催予定を含め、８講座です。「日本文化や

外国文化の理解講座」では、「歩いて再発見！古代の高崎」を紹介させていただき

ます。上野三碑について、古代高崎の歴史的背景や文化などを実地で学びました。
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現在、「世界の記憶」登録を目指しており、地元を盛り上げる効果もねらいました。

「地域伝統文化継承教室」の「新伝統食伝承講座」は、現代人の口に合うように

アレンジした伝統食を次世代に継承、普及することを目的に開催しました。「能力

開発や職業意識の高揚講座」では、「やさしく学ぶ地震と火山講座」、「はじめての

気象学 天気講座」を紹介させていただきます。講座の中では、珍しく男性の参

加者が多い講座です。教養講座ではありますが、両講座とも災害のメカニズムを

学び、防災に役立つ内容となっており、今後の地域づくりに役立てていただける

ものと考えています。

 「地域づくり支援・ボランティア養成事業」は、開催予定も含め、３講座です。

「あなたを活かすシニア講座」は、超高齢社会を迎え、シニア世代の方々がボラ

ンティア等について学ぶことにより、自分を見直し、生きがいや居場所を持つき

っかけづくりのために開催しました。

 「図書ボランティア活動支援事業」は、５講座開催しました。各地域で図書ボラ

ンティア活動をしている方を対象に読書活動の専門的能力を備えた人材のスキル

アップを目指した講座もおこないました。

 「なやみごと相談事業」については、火曜日と金曜日の午後１時から４時までの

間、相談事業をおこなっております。今年度はまだ、実施中で、集計ができてい

ないため、数字は掲載しておりません。

 ３ページは「学校・団体・ＮＰＯ等との連携」事業を掲載しました。

 ４ページの「職員研修」は、地区公民館の館長、主事が参加した研修事業等を掲

載しました。

 簡単ではございますが、中央公民館の事業につきましては、以上でございます。

 続きまして、５ページ、地区公民館の事業につきまして、説明させていただきま

す。地区公民館４３館の１２月末現在の集計です。「学習機会の提供」は、全ての

講座数になり、４３館で、８７４講座がおこなわれました。「ライフアップ推進事

業」は、３５７講座です。「子育て支援・家庭教育充実事業」、「少年少女体験活動

支援事業」、「社会課題を考える事業」で、それぞれ講座を挙げさせていただきま

した。「キャリアデザイン支援事業」は、３５９講座が実施され、「子どもや親子

の課題体験教室」、「日本文化や外国文化の理解講座」、「情報社会への対応教室」、

「地域伝統文化継承教室」、「能力開発や職業意識の高揚講座」で、講座を挙げさ

せていただきました。６ページ、「地域づくり支援・ボランティア養成事業」は、

１５８講座開催し、地域づくり支援とボランティア養成講座を開催しております。

 ７ページ以降は、諸団体との連携事業や特色のある事業を様々な観点から整理し

たものです。こちらの資料も１２月末現在のものです。複数の観点を含む事業も

多いため、重複して記載しているものも多くあります。また、毎年、好評で継続

しておこなっている講座、例えば、ＮＰＯ法人から講師を招いている、子育て支

援講座などは講座内容が確立されているため、企画段階から連携するというより
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も、委任していると考える職員もおり、同じような講座であっても記載されてい

るもの、されていないものがあります。

「小学校との交流」は、２６館で４０講座実施しました。中川公民館の「中川

小児童との獅子舞交流会」は、高い評価をいただき、今年度の優良公民館文部科

学大臣表彰の対象となった事業です。９ページ、「学童クラブとの連携」は、１３

館、２２講座です。城東公民館の「夏休み子ども映画会」をはじめ、映画会など

を開催しております。１１ページ、「中学校・高校・大学との連携」は、１６館で

２４講座です。中学校との連携は、中川、浜尻、新高尾公民館で、中尾中学校と

連携し、「井野川・染谷川地域清掃ボランティア」をおこなっています。高校との

連携として、東公民館の「夏休みワンンパク探検隊 寺子屋ポスター」は、高崎

女子高等学校の美術部及び漫画同好会の学生を講師として、小学生の宿題である

ポスターを指導していただきました。大学との連携として、北部公民館は、高崎

経済大学が近くにあることもあり、積極的に高崎経済大学と連携を図っています。

 １２ページ、「公民館運営推進委員との連携事業」は、５館で７講座です。吉井、

金古、金古南足門公民館では、地域のフェスティバルを連携して開催しました。

 １３ページ、「生涯学習推進員との連携事業」は、３７館で６８講座です。塚沢

公民館の「知っておきたい介護制度」、「アコーディオン歌声と頭の体操の集い」

等、開催しています。

 １７ページ、「地域づくり活動協議会との連携事業」は、２７館で５８講座です。

佐野公民館では、地域づくり活動協議会と連携し、「佐野地区大運動会」、「佐野地

区防災まつり」をおこなっています。

 ２０ページ、「ＮＰＯ法人との連携事業」は、１２館で２０講座です。南八幡公

民館の「親子触合い教室」をはじめ、子育て支援の講座をＮＰＯ法人に協力いた

だき、数多くの館で実施しています。

 ２１ページ、「関係団体との連携事業」は、３７館で８４講座です。箕郷公民館

の「今よみがえる箕輪城城門と箕輪城跡の散策」は、箕輪城語り部の会と連携を

おこない、地元の資源である箕輪城のＰＲを研究する事業です。

 ２６ページ、「関係課・機関との連携事業」は、１６館で３２講座です。滝川公

民館の「滝川ウォーク」、「スマートＩＣ現地説明会」は、スマートインターチェ

ンジができたことにより、環境の変化が見られる中、新しい滝川、昔からの滝川

の探索を関係各課と連携しておこないました。

 ２９ページ、「身近な生活課題や地域課題に重点をおいた事業」は、２９館で  

５３講座です。長野公民館では、榛名荘病院と連携し、健康講話をしていただき、

地域の方々の健康保持のため、大変役に立っています。

 ３２ページ、「地域人材発掘や育成に重点をおいた事業」は、２６館で５７講座

です。城南公民館は、この事業にとても力を入れています。また、豊岡公民館で

は、地元住民の元教員による学習支援をおこなっています。
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３５ページ、「居場所になるように行った事業」は、２２館で３８講座です。堤

ヶ岡公民館の「第９回堤ヶ岡公民館ふれあいまつり」は、子どもから年配の方ま

で楽しめるアットホームな雰囲気づくりを心がけ、幅広い年齢層の方が楽しめる

講座を工夫し開催しました。

３７ページ、「防災や防犯に重点をおいた事業」は、２３館で２４講座です。六

郷公民館の「防災は地域づくりから 女性の視点で考える地域の防災」は、４年

目を迎え、この講座をきっかけに地域の防災組織が結成され、良い地域づくりの

一助になったと思われます。

３９ページ、「食育に重点をおいた事業」は、２２館で４２講座です。岩鼻公民

館の「夏休み親子料理教室」は、地元の食生活改善推進員を講師に迎え、親子で

料理をおこない、食育について学びました。

４１ページ、「地域の自然、歴史・文化、産業等に重点をおいた事業」は、２９

館で５１講座です。西公民館では、地域を流れる長野堰について勉強しました。

このほかに上野三碑など、地域の歴史・文化に重点をおき、事業に取り組んでい

ます。

４４ページ、「伝統芸能を守る拠点として実施した事業」は、１７館で２２講座

です。東部公民館の「獅子舞講習会」や矢中公民館の「矢中八木節踊り夏期講習

会」、「矢中太鼓夏期講習会」等、伝統芸能を守り、世代間交流もおこなわれ、大

変、活発な活動がおこなわれています。

４６ページ、「地域の特色や課題を生かした事業」は、１７館で２７講座です。

東公民館の地域は、マンションの増加により、人口が増加している地域で、小学

生の人数も増加しています。そこで、小学生を対象に、「長期休暇時の小学生向け

事業」を開催し、公民館に親しんでもらえるような取り組みをおこなっています。

また、豊岡公民館の「親子ふれあい教室」は、保育園、幼稚園が多数あることか

ら「子育てしやすい街とよおか」をキャッチフレーズに事業を展開しています。

４７ページ、「うまくいった・手ごたえがあった事業」は、３３館で６５講座で

す。城南公民館では、地域の人材の発掘、活用ということで、企画段階からボラ

ンティアと協働して事業に取り組んでいます。

 ５２ページ、「検討を要する事業」は、１２館で１２事業です。参加者数が少な

かったという事業が多いです。参加者数だけが事業の指標ではないとは思います

が、どうしても数字が出てきてしまいます。今後も多くの方に参加していただけ

るような講座を実施していきたいと考えています。

 ５４ページ、「前述以外の新規事業」は、２２館で８５事業です。東、東部、中

居公民館をはじめ、多くの公民館で、新たな事業に取り組んでいます。

 ５６ページ、「公民館だよりの活用についての工夫」は、３８館の報告を記載し

ています。中川公民館は、講座募集に際し、文字情報は極力少なくして、読み手

の目を引く「写真」・「タイトル」を掲載するよう心掛けています。こうした取り
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組みを評価していただき、今年度の全国公民館報コンクールで優良賞を受賞しま

した。

 ５９ページ、「図書室の活用についての工夫」は、３１館の報告を記載していま

す。北公民館では、図書ボランティアの活動日以外でも職員の勤務時間は開放し、

図書の貸し出しをおこない、多くの人に活用していただけるようにしています。

図書室の場所や構造上の問題もあるため、全ての館で実施するのは難しい状況で

すが、工夫できることはおこなっています。

 ６１ページ、「公民館の部屋の貸出しについての工夫」は、２８館の報告を掲載

しています。東公民館は、アットホームな雰囲気をつくり、街カフェ風なおしゃ

れ公民館を目指しています。誰でも気軽に立ち寄れるように、飾り付け等をして

明るいイメージを損なわないようにしています。答申でも触れられていましたが、

このように、明るい雰囲気になるよう心掛け、運営している館もあります。

 例を挙げつつ、説明をさせていただきました。各館におきまして、様々な工夫、

取り組みをおこなっていることがおわかりいただけると思います。以上で説明を

終わらせていただきます。

会長：  ありがとうございました。質問等はありますか。

箕郷地区選出委員：「高崎市の公民館」に各館で運営方針や重点施策が掲載されています。

このような点についての評価等は、おこなわれているのですか。

中央公民館長：各地区で公民館運営推進委員会を年２回開催しています。第１回は５月か

ら６月にかけて開催し、前年度の事業報告と当該年度の計画を発表し、その時に

館長から評価と課題等も報告させていただいております。

箕郷地区選出委員：各館でいろいろな事業をされています。その年度の運営方針や重点施

策を踏まえて、手ごたえがあった、うまくいった、検討を要する等、評価しても

いいのではないかと思いました。各館が一生懸命、努力されているにもかかわら

ず、参加人数が少ないから、うまくいかなかったと考えてしまう。各館の運営方

針から事業を見直してもいいのではないかと思いました。

会長：  ありがとうございます。公民館事業の評価は、全市で取り組んでいるのでしょ

うか。

中央公民館長：各地区公民館の公民館運営推進委員会で、地域ごとに評価しております。

以前は、全庁的な行政評価システムでの評価をおこなっておりましたが、現在、

そのシステムは、運用されておりません。参加人数だけでは、本当の評価が得ら
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れないこともあります。現在は各地区公民館ごとの評価となっており、統一的な

指標での評価にはなっておりません。

次長も出席しておりますので、説明させていただきます。

事務局（次長）：市役所職員は毎年事務に関しての自己評価をおこなっており、管理職は目

標管理シート、一般職は事務分担シートを作成しています。管理職と一般職とも

公民館職員として、ほぼ共通の目標を掲げており、それについて一年を通じての

取組を自分で評価する。そして、それを管理職が客観的に評価をするというもの

です。一般職の自己評価と管理職の評価に、多少ギャップがあった場合、それを

埋めるための指導もおこなっています。公民館は、４本柱を基に事業をおこなっ

ています。ただし、様々なやり方がありますので、やり方によっては、手ごたえ

があったと思う職員もいれば、そうでないと考える職員もいます。

会長：  職員の自己点検ということですね。公民館事業の評価とは違いますね。

事務局（次長）：違いますが、自己評価で、うまくいったということは、事業そのものがう

まくいったということにもなります。

会長：  ありがとうございました。

箕郷地区選出委員：各館は、特色ある運営方針を掲げていますので、これを実績に生かせる

ようにするといいと思いました。非常にもったいないと思います。

会長：  もったいないですよね。はっきりとした目標を持ち、やっているにもかかわら

ず、エビデンスにつながらないということはありますが、今後の課題ということ

でよろしいでしょうか。では、実績については了解したということで、よろしい

ですか。

では、審議はこれで終わりにさせていただきます。ご協力ありがとうございま

した。

報告事項

事務局 ・平成２８年度公民館主事研修 ブロック別課題研修報告書について

・前回審議会の会議録及び議事録について

閉会

事務局： ご審議ありがとうございました。以上をもちまして、平成２７・２８年度第   

１０回高崎市公民館運営審議会を閉会いたします。大変お世話になりました。あ

りがとうございました。


